
　　
・条件によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。
・随時無料職業紹介を行っておりますので、決定済となっている場合があります。
・この求人情報以外にも、ハローワーク長野の情報も紹介所の窓口で閲覧できます。

№ 職　種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等必要な免許資格・求人数 等
月給 (株)シンワ警備保障 長野市大字風間1200番1 8：00～17：00 健康保険 通勤手当あり（上限20000円）

165,900円～184,800円 　　　　　　　　　　小山設計ビル２階 8：30～17：30 厚生年金 宿舎なし
℡：026-268-2066 休憩時間：1時間 雇用保険 普通自動車運転免許（AT限定可）

交通誘導警備業務 就業場所： 残業時間：5時間/月 労災保険
イベント警備 北信地域（希望地を伺うこと可能） 雇用期間の定めなし
常駐警備 （従業員数：28名） 3名

時給 (株)シンワ警備保障 長野市大字風間1200番1 8：00～17：00 雇用保険 通勤手当あり（上限20000円）
988円～1,100円 　　　　　　　　　　小山設計ビル２階 8：30～17：30 労災保険 宿舎なし

℡：026-268-2066 休憩時間：1時間 普通自動車運転免許（AT限定可）
交通誘導警備業務 就業場所： 残業時間：5時間/月
イベント警備 北信地域（希望地を伺うこと可能） 雇用期間の定めあり（１年）　更新あり
常駐警備 （従業員数：28名） 5名

時給 (株)デリクックちくま 長野市篠ノ井小森428 6：00～19：00の間で 健康保険 通勤手当あり
877円～900円 ℡：026-292-0986 5～8時間程度、応相談 厚生年金 宿舎なし　必要な免許・経験等なし

雇用保険 長野市・須坂市でも求人あり
就業場所：飯綱町 労災保険 栄養士・調理師は優遇（社員登用あり）

特別養護老人ホーム「矢筒荘」 雇用期間の定め（１年）あり　更新あり
受託給食、弁当、料理ほか （従業員数：650名） 1名

時給 (株)デリクックちくま 長野市篠ノ井小森428 6：00～19：00の間で 健康保険 通勤手当あり
877円～900円 ℡：026-292-0986 5～8時間程度、応相談 厚生年金 宿舎なし　必要な免許・経験等なし

雇用保険 長野市・須坂市でも求人あり
就業場所：飯綱町 労災保険 栄養士・調理師は優遇（社員登用あり）
ふれあいの園 雇用期間の定め（１年）あり　更新あり

受託給食、弁当、料理ほか （従業員数：650名） 1名
時給 (株)デリクックちくま 長野市篠ノ井小森428 6：00～19：00の間で 健康保険 通勤手当あり

877円～900円 ℡：026-292-0986 5～8時間程度、応相談 厚生年金 宿舎なし
雇用保険

就業場所：長野市周辺地域 労災保険
雇用期間の定め（１年）あり　更新あり

受託給食、弁当、料理ほか （従業員数：650名） 5名
月給 株式会社　ミスズライフ 上水内郡飯綱町大字赤塩204-2 勤務時間：7:30～17:00 健康保険 通勤手当：有（上限20,000円）　　宿舎：無

180,000円 TEL：026-253-5603 休憩時間：1時間30分 厚生年金 雇用期間：定め無
FAX：026-253-5613 残業時間：1ヵ月10時間程度 雇用保険 必要な免許、経験等：フォークリフト運転資格

ぶなしめじ生産業務 HP：https://www.misuzu-life.co.jp/ 休日：週2日 労災保険 　　　　　　　　　　　　　　（あれば尚良い）
　　　（毎週日曜+シフト制1日） ・賞与あり（2020年度実績では、年3回支給の

主にフォークリフトを運転し 就業場所：アルプス工場 　　　　年間112日 合計4.5ヵ月分程度）

ぶなしめじの運搬・移動を （上水内郡信濃町大字平岡156-1） ・昼食補助あり（自己負担200円で昼食弁当を支給）

行っていただきます。 ・制服貸与あり

ぶなしめじ製造・販売 （従業員数：203名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名

時給 株式会社　ミスズライフ 上水内郡飯綱町大字赤塩204-2 勤務時間：7:30～17:00 健康保険 通勤手当：有（上限20,000円）　　宿舎：無
900円 TEL：026-253-5603 休憩時間：1時間30分 厚生年金 雇用期間：定め無

ぶなしめじ生産業務 FAX：026-253-5613 残業時間：1ヵ月10時間程度 雇用保険 必要な免許、経験等：フォークリフト運転資格
主にフォークリフトを運転し HP：https://www.misuzu-life.co.jp/ 休日：週2日 労災保険 　　　　　　　　　　　　　　（あれば尚可）

ぶなしめじの運搬・移動を行って 　　　（毎週日曜+シフト制1日） ・賞与あり（2020年度実績では、年3回支給の

いただきます。運転資格のない 就業場所：黒姫工場 　　　　年間112日 合計2.5～3ヵ月分程度）

場合は、ぶなしめじを収穫ライン （上水内郡信濃町大字平岡156-2） ・昼食補助あり（自己負担200円で昼食弁当を支給）

に移動させる業務を想定して ・制服貸与あり

おります。 ぶなしめじ製造・販売 （従業員数：203名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名

時給 株式会社　ミスズライフ 上水内郡飯綱町大字赤塩204-2 勤務時間：7:30～17:00 健康保険 通勤手当：有（上限20,000円）　　宿舎：無
900円 TEL：026-253-5603 休憩時間：1時間30分 厚生年金 雇用期間：定め無

ぶなしめじ検品・包装業務 FAX：026-253-5613 残業時間：1ヵ月10時間程度 雇用保険 必要な免許、経験等：特になし
HP：https://www.misuzu-life.co.jp/ 休日：週2日 労災保険 ・賞与あり（2020年度実績では、年3回支給の

収穫されたぶなしめじの検品 　　　（毎週日曜+シフト制1日） 合計2.5～3ヵ月分程度）

および、自動計量・包装された 就業場所：飯綱工場 　　　　年間112日 ・昼食補助あり（自己負担200円で昼食弁当を支給）

商品の箱詰めを行って （上水内郡信濃町大字大井2727） ・制服貸与あり

いただきます。

ぶなしめじ製造・販売 （従業員数：203名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名

月給 新潟県妙高市田切402 健康保険 通勤手当あり（10,000円）
230,000円 ℡：0255-86-3164 厚生年金 大型免許

就業場所：事業所から50km圏内 雇用保険
土木　建築工事１式 労災保険
骨材販売　機械整備 雇用期間の定めなし

（従業員数：６名） ２名
月給 新潟県妙高市田切402 健康保険 通勤手当あり（10,000円）

240,000円 ℡：0255-86-3164 厚生年金 大型免許　牽引免許
就業場所：妙高から新潟往復 雇用保険

土木　建築工事１式 労災保険
骨材販売　機械整備 雇用期間の定めなし

（従業員数：６名） １名
月給 新潟県妙高市田切402 健康保険 通勤手当あり（10,000円）

320,000円 ℡：0255-86-3164 厚生年金 １級土木　ｃａｄ　ＥＸＥＬ
就業場所：妙高周辺 雇用保険

土木　建築工事１式 労災保険
骨材販売　機械整備 雇用期間の定めなし

（従業員数：６名） ２名
月給 新潟県妙高市田切402 健康保険 通勤手当あり（10,000円）

270,000円 ℡：0255-86-3164 厚生年金
就業場所：妙高周辺 雇用保険

土木　建築工事１式 労災保険
骨材販売　機械整備 雇用期間の定めなし

（従業員数：６名） ３名
月給 新潟県妙高市田切402 健康保険 通勤手当あり（10,000円）

280,000円 ℡：0255-86-3164 厚生年金
就業場所：妙高周辺 雇用保険

土木　建築工事１式 労災保険
骨材販売　機械整備 雇用期間の定めなし

（従業員数：６名） ３名
時給 (株)赤倉ホテル 妙高市赤倉486 8:00～15：00 雇用保険 通勤手当あり

859円～ TEL:0255-87-2001 18：00～21：30 労災保険
就業場所：上記住所に同じ

旅館業
残業あり 宿舎：要相談

（従業員数：42名） 休日：変動制 雇用期間の定めなし　　　　　　　　　　　　　　1名　
時給 信濃町古海3575-8 健康保険 通勤手当あり（距離による）

1,000円 TEL:026-258-3667 厚生年金 普通自動車免許（通勤の方）
就業場所: 雇用保険

リゾート施設運営 労災保険
（従業員数:93名） 2名　

月給 （有）サエキボーリング 飯綱町豊野1662 8:00～17:00 雇用保険 通勤手当なし
180,000円～220,000円 TEL:026-253-8173 休憩時間：1時間 労災保険 宿舎なし

就業場所:（事業所への出社なし、 厚生年金 普通自動車免許　雇用期間の定めなし
地質調査ボーリング 長野県内、県外の各現場への 健康保険

直行・直帰）（従業員数:　名） 2名
時給 有限会社　飯綱ハイヤー 飯綱町大字倉井2045番地5 勤務時間：6：00～8：15 雇用保険 通勤手当：有（距離による）　　宿舎：無
900円 ℡：090-1993-6812 　　　　　　16：00～20：00 労災保険 雇用期間：定め有（65才）　　更新：有

E-mail：iizuna-taxi@ngn.janis.or.jp 　　　　　又は、日中6時間程度 必要な免許、経験等：普通自動車二種免許所
休憩時間：1時間00分 　　　　　　　　　　　　　持であれば尚可

就業場所：事業所所在地に同じ 残業時間：1カ月5時間程度 ・飯綱町iバス事業のお手伝いをしていただける
休日：基本、日曜・土曜・祝日 　方を募集します（未経験可）。
　　　　年間120日程度 ・二種免許（養成者）取得希望者においては、

　社内制度により取得可能です。
旅客自動車運送事業 ・所持免許により勤務時間応相談。
自家用自動車運行管理事業 （従業員数：8名） 　　　　 ・正社員への登用有　　　　　　　　　　　　　　　3名

時給 長野市門沢5299 9:30～15:00 通勤手当あり
880円～950円 TEL:026-239-1122

就業場所:
宿泊業

（従業員数: 20名） 2名　
時給 長野市門沢5299 6:30～11:00 通勤手当あり

880円～950円 TEL:026-239-1122 17:00～21:30
就業場所:

宿泊業
（従業員数: 20名） 2名　

時給 長野市門沢5299 6:30～11:00 通勤手当あり
880円～950円 TEL:026-239-1122 16:00～21:00

就業場所:
宿泊業

（従業員数: 20名） 2名　
時給 長野市門沢5299 7:00～15:00 通勤手当あり

880円～950円 TEL:026-239-1122 12:00～21:00 普通自動車免許
就業場所:

宿泊業
（従業員数: 20名） 2名　

時給 長野市門沢5299 9:00～16:00 通勤手当あり
880円～950円 TEL:026-239-1122 普通自動車免許

就業場所:
宿泊業

（従業員数: 20名） 2名　

22
内務及び送迎（敷地内の整備・

修繕、送迎業務）

ARCADIA ～ふたつとない景色～

20 調理及び調理補助

ARCADIA ～ふたつとない景色～

21
フロントスタッフ（チェックイン・ア

ウト対応、事務作業）

ARCADIA ～ふたつとない景色～

（所定労
働時間以
上勤務し
た場合）

18
ルーム清掃及び共用部・敷地

内の清掃

ARCADIA ～ふたつとない景色～

19
レストランスタッフ（朝食・夕食

の接客）

ARCADIA ～ふたつとない景色～

16

作業員
（ボーリングオペレーターの補
助作業【助手】資材積みおろ

し、現場内片付け等）
休日：日曜日、盆、年末年始ほ
か

new! 17

乗務員（パート）
マイクロバス・ジャンボタクシー
の運転、車両の保守・清掃管

理

14
お部屋係、ウェイター（整理整

頓、料理提供サービス）

職業柄波がありますので、その月、シーズンに
よって大差あります。

15
リゾートホテル内レストランでの

調理補助（炊飯、盛付等）

東急リゾーツ&ステイ株式会社　タ
ングラム斑尾東急リゾート

8:00～22:00の間でシフトによる（5
～8時間程度）

健康保険・厚生年金・雇用保険は条件による

13
土木作業職長(現場の段取り

及び諸作業）

（株）松橋建設
8:00～17:00（残業時間：10時間
/月） 車両系建設機械　小型移動式クレーン　玉掛け

休日：日曜及び隔週土曜日

休日:交替制

12
重機オペレーター（重機及び冬

期間の除雪業務）

（株）松橋建設
8:00～17:00（残業時間：10時間
/月）

車両系建設機械　大特　小型移動式クレーン
玉掛け

その他手当あり
休日：日曜及び隔週土曜日

休日：日曜及び隔週土曜日

11
土木技術者（現場管理　書類

整理他）

（株）松橋建設
8：00～17:00（残業時間：30時
間/月）

休日：日曜及び隔週土曜日

（株）松橋建設

8：00～17:00

休日：日曜及び隔週土曜日

10
トレーラー運転手（セメント運

搬）

（株）松橋建設
8：00～17:00（残業時間：10時
間/月）

new! 7

new! 8

9
10ｔダンプ運転手（骨材運搬及

び残土運搬）

new! 6

4
調理補助（盛付・仕込み・配膳・

洗浄など）

休日：シフト制

5
調理補助（盛付・仕込み・配膳・

洗浄など）

休日：シフト制

3
調理補助（盛付・仕込み・配膳・

洗浄など）

休日：シフト制

1

交通誘導警備員（建設・土木工
事現場での交通誘導業務、駐
車場での車両案内、歩行者等

の安全確保業務）
休日：その他（年間113日）

2

交通誘導警備員（建設・土木工
事現場での交通誘導業務、駐
車場での車両案内、歩行者等

の安全確保業務）
休日：その他（週2～4日勤務）

飯綱町無料職業紹介所　求人情報　　【2022年7月28日現在】
〒389-1293　飯綱町大字牟礼2795番地１（第2庁舎）

飯綱町無料職業紹介所（役場産業観光課内）
TEL 026-253-4765　FAX 026-253-6869

E-mail　kanko@town.iizuna.nagano.jp



№ 職　種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等必要な免許資格・求人数 等
時間給 ウェルシア飯綱平出店 飯綱町大字平出2838番地1 10:00～19:00 通勤手当あり、宿舎なし

2,600円～ TEL:026-253-3378 雇用期間の定めあり（6カ月）、更新あり
就業場所：事業所所在地に同じ 勤務：週2～3日 薬剤師免許

休憩時間：1時間
（従業員数：18名） 休日：土日 １名

年収 ウェルシア飯綱平出店 飯綱町大字平出2838番地1 10:00～19:00 雇用保険 通勤手当あり、宿舎なし
5,170,000円～ TEL:026-253-3378 厚生年金 雇用期間の定めなし

6,440,000円 就業場所：事業所所在地に同じ 休憩時間：1時間 薬剤師免許
休日：土日、年間108日

（従業員数：18名） １名
時間給 ウェルシア飯綱平出店 飯綱町大字平出2838番地1 10:00～19:00 雇用保険 通勤手当あり、宿舎なし
877円～ TEL:026-253-3378 労災保険

就業場所：事業所所在地に同じ 厚生年金
休憩時間：1時間 健康保険

（従業員数：18名） 休日：日曜・祝日 １名
時給 (株)香嶽楼 妙高市赤倉115

860円～ TEL:0255-87-2036
就業場所:

旅館
（従業員数：10名） １名　

時給 (株)香嶽楼 妙高市赤倉115 7：30～12：00
860円～ TEL:0255-87-2036 9：00～15：00

就業場所:
旅館

（従業員数：10名） 勤務時間：応相談 2名　
時給 (株)香嶽楼 妙高市赤倉115 9：00～12：00

860円～ TEL:0255-87-2036
就業場所:

旅館
（従業員数：10名） 勤務時間：応相談 1名　

月給 (株)エーシーエー大和 飯綱町黒川1350-1 8:00～17:30 健康保険 通勤手当あり・退職金制度あり
200,000円～ TEL:026-253-6781 厚生年金 通信工事の知識がなくてもOK！

就業場所:同上 雇用保険 親切な指導のもと資格取得も可
労災保険 地域に密着した当社で働いていただける方

電気通信工事業 （従業員数: 31名） 損害保険 3名
(株)グローバル警備保障 長野市稲里町一丁目6-1 勤務時間：8:00～17:00 健康保険 通勤手当：有

休憩時間：60分 厚生年金 宿舎：有
TEL:026-286-1800 残業時間：10時間程度／月 雇用保険 採用特典キャンペーン実施中　～2月末まで

警備業務 就業場所:信濃町・飯綱町・長野市等 休日：希望日、年間107日 労災保険 各種祝金、面接交通費支給その他
（従業員数: 300名） 　　　　3名　

時給 信濃町古海3575-8 8：00～15：00 雇用保険 昼勤務は送迎あり・自己通勤可
880円 TEL070-3889-6010 18:00～22:00 労災保険 夜間（18：00～22：00）勤務は自己通勤

休憩時間：60分 通勤手当：有（上限10,000円）
(夜間　18:00～22：00） 就業場所：同上 　　　　（8：00～15：00勤務のみ） 宿舎：なし

1,000円 残業時間：１０時間程度／月 雇用期間：定め有（3ヵ月）
（従業員数：70名） 休日：シフト制 更新：有

ビル総合管理業 ※即日～3/31まで　                              3名
時給 信濃町古海3575-8 9：00～16：00 雇用保険 送迎あり・自己通勤可

1,000円 労災保険 通勤手当：有（上限10,000円）
TEL070-3889-6010 休憩時間：45分 宿舎：なし

残業時間：20時間程度／月 雇用期間：定め有（3ヵ月）
就業場所：同上 休日：シフト制 更新：有

ビル総合管理業 (従業員数：70名) ※即日～3/31まで                              10名
月給 飯綱町大字倉井2076-1 8:00～17:00 健康保険 通勤手当無し　宿舎無し

173,600円～260,400円 厚生年金 普通自動車免許（AT限定不可）
土木、コンクリート、型枠工事 就業場所：同上 休憩60分 雇用保険 残業無し　雇用期間定め無し
各現場での作業 労災保険 試用期間有り：6ヶ月　日給8000円

(従業員数8名) 2名　
時給 (株)山下フルーツ農園 飯綱町倉井4276 8：30～17：00
900円 TEL:026-262-1474 （その他応相談） 通勤手当なし、宿舎なし

就業場所:同上及び当社圃場 休憩時間：１時間30分 雇用期間の定め（６か月又は１年）あり、更新あり
（飯綱町倉井） 普通自動車免許
（従業員数:名） ３名　

月給 株式会社　らんぷ屋 信濃町大字柏原４６４８番地1 8：30～17：30 健康保険 通勤手当：有（最大9,500円）
160,000円～247,000円 就業場所：事業所所在地に同じ 乗務によって変動あり 厚生年金 宿舎：有

ＴＥＬ：026-255-5589 雇用保険 雇用期間の定め：無し
E-mail：info@lampya.net 休憩時間：１時間 労災保険 必要な免許、経験等：中型２種免許
HP：https://lampya.net/ 残業時間：1ヵ月40時間程度 　　　　　＊免許取得支援有（雇用条件あり）
　　　https://www.ichibeh.jp/ 休日：週休2日・年間114日
（従業員数:10名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２名　

月給 株式会社　らんぷ屋 信濃町大字柏原４６４８番地1 8：30～17：30 健康保険 通勤手当：有（最大9,500円）
151,500円～190,000円 就業場所：カフェらんぷ屋 厚生年金 宿舎：有

　　（事業所所在地と同じ敷地内） 雇用保険 雇用期間の定め：無し
ＴＥＬ：026-255-5589 労災保険 必要な免許、経験等：普通自動車免許
E-mail：info@lampya.net 休憩時間：１時間
HP：https://lampya.net/ 残業時間：なし
　　　https://www.ichibeh.jp/ 休日：週休2日・年間114日
（従業員数:10名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１名　

時給 株式会社　らんぷ屋 信濃町大字柏原４６４８番地1 9：00～17：30（応相談） 雇用保険 通勤手当：有（最大9,500円）
877円～900円 就業場所：カフェらんぷ屋 労災保険 宿舎：有

　　（事業所所在地と同じ敷地内） 雇用期間の定め：無し
ＴＥＬ：026-255-5589 休憩時間：１時間 必要な免許、経験等：普通自動車免許
E-mail：info@lampya.net 残業時間：なし
HP：https://lampya.net/ 休日：日曜・土曜・祝日
　　　https://www.ichibeh.jp/ （営業日によって変動あり）
（従業員数:10名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１名　

時給 株式会社ライフケア 長野市栗田857番地1　BBBビル3階 ①7：00～16：00②8:30～17：30 健康保険 通勤手当：有（20,000円）　　宿舎：無

900円～1,000円 TEL:026-269-8740 ③10：00～19：00 厚生年金 必要な免許、経験等：普通自動車運転免許
就業場所:グループホームまゆ　池の平 ④16：00～9：00⑤17：00～10：00 雇用保険

介護福祉士をお持ちの方は 小規模多機能型居宅介護　妙高の杜 ※夜勤ができない方はご相談ください。 労災保険 雇用期間：定め有（1年）
時間数に応じて別途手当あり 妙高市関川2351　 休憩時間：①②③　60分 更新：有

ＨＰ：https://lifecare-mayu.com/ 　　　　　　 　④⑤　120分
※各種手当、福利厚生につい 高齢者福祉事業・障がい保育事業を E-mail：lifecare@gol.com 残業時間：１ヵ月　１時間程度 無資格・未経験の方大歓迎
てはお問い合わせください。 はじめとした社会福祉事業 　（従業員数:　150名） 休日：シフトによる 3名

月給 株式会社ライフケア 長野市栗田857番地1　BBBビル3階 ①7：00～16：00②8:30～17：30 健康保険 通勤手当：有（20,000円）　　宿舎：無

190,000円～283,000円 TEL:026-269-8740 ③10：00～19：00④16：00～9：00 厚生年金 必要な免許、経験等：普通自動車免許
就業場所:グループホームまゆ　池の平 ⑤17：00～10：00 雇用保険 　　　　　　　　　　　 　：介護福祉士
小規模多機能型居宅介護　妙高の杜 休憩時間：①②③　60分 労災保険
妙高市関川2351　 　　　　　　 　④⑤　120分 雇用期間：定め無

※各種手当、福利厚生につい ＨＰ：https://lifecare-mayu.com/ 残業時間：１ヵ月　１時間程度
てはお問い合わせください。 高齢者福祉事業・障がい保育事業を E-mail：lifecare@gol.com 休日：週休2日のシフト制

はじめとした社会福祉事業 　（従業員数:　150名） 　　　 年間110日 3名
時給 株式会社ライフケア 長野市栗田857番地1　BBBビル3階 勤務時間：8：30～17：30の間 健康保険 通勤手当：有（20,000円）　　宿舎：無

1,300円～1,500円 TEL:026-269-8740 で4時間以上働ける方 厚生年金 必要な免許、経験等：看護師免許
就業場所:グループホームまゆ　池の平 出勤日数・時間帯は応相談 雇用保険
小規模多機能型居宅介護　妙高の杜 労災保険 雇用期間：定め有（1年）
妙高市関川2351　 休憩時間：60分 更新：有

※各種手当、福利厚生につい高齢者福祉事業・障がい保育事業を ＨＰ：https://lifecare-mayu.com/ 残業時間：１ヵ月　１時間程度
てはお問い合わせください。 はじめとした社会福祉事業 E-mail：lifecare@gol.com 休日：シフト制

　（従業員数:　150名） 1名
時給 シルクロード信濃町店 信濃町古間822-1 8:30～16:30 健康保険 通勤手当あり（～12,000円）

1,100円～1,375円 TEL:026-255-5668 16:00～24:00 厚生年金 普通自動車免許
就業場所:同上 休憩時間：１時間 雇用保険

パチンコ店 残業時間：月３時間程度 労災保険
（従業員数:６名） 休日:月7日 ２名　

時給 信濃町大字古間８６６番地２ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9:00～18:00 雇用保険
877円～ TEL:026-251-7110 14:00～22:00 労災保険

深夜 就業場所：上記に同じ 6:00～9:00 厚生年金
1,100円～ コンビニエンスストア 6:00～10:00 健康保険

月給 店長募集・社員登用あり

200,000円～ （従業員数: 8名） 22:00～6:00 未経験者OK 　　　　　　　6名　
時給 日清医療食品株式会社 長野市栗田源田窪1000-1-7F 健康保険 通勤手当あり

880円～ TEL:026-269-6710 厚生年金 栄養士・調理師　優遇
月給 就業場所:飯綱病院 雇用保険

155,000円～207,600円 医療・福祉 休日:年間104日 労災保険
（従業員数:  名） 1～2名　

時給 信濃町大字穂波１２９－３ 15：00～19：00または 雇用保険 通勤手当あり（距離に応じて）、宿舎なし
950円～ TEL:026-255-5341 15：00～18：00 労災保険

就業場所：上記に同じ 休憩時間：なし
運輸業 休日：月８日、10日 その他連絡先　080-5068-0231

（従業員数：39名） 残業時間：10時間／月程度 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3名　
時給 信濃町大字穂波１２９－３ 5：30～8:30 雇用保険 通勤手当あり（距離に応じて）

1000円～ 6：00～8:00 労災保険 宿舎なし
就業場所：上記に同じ 休憩時間なし 雇用期間の定めなし

運輸業 休日：週2日 その他連絡先　080-5068-0231　　　　　　　　　

（従業員数：3７名） 残業時間：5時間／月程度 1名　

45
早朝仕分け（荷物の仕分け、

積込み）

ヤマト運輸(株)信州信濃町セン
ター

44
メール便仕分け作業
夕方構内仕分作業

ヤマト運輸(株)信州信濃町セン
ター

セブンイレブン信州信濃町古間店 ・短時間勤務可（2～8時間）
・週1～2勤務可
・空いている時間があればお問合せしていただければと思
います。学生・フリーター・主婦（夫）歓迎。

43
医療、福祉機関の給食受託業

務
事業所件数30件以上、詳しくはお問い合わせく
ださい

42
レジ接客、商品陳列、発注、清

掃、他

41 ホールカウンター業務

39

介護職
（事業所内での介護全般、ご自
宅での介護や安否確認、送迎
（必須）、認知症ケア、家事など
の生活支援、自立支援、体操、
レクリエーション、行事などが

主なお仕事です。）

40
看護師

（服薬管理、健康管理、急変時
の対応、介護補助）

new! 37
カフェスタッフ（パート）

カフェ店舗業務及び関連する
業務

撮影専門のロケバス（貸切バス）事業
をメインに、国内旅行事業、カフェ事
業運営をする会社です。各種関連
サービス業も取り組み事業展開して
います。

38

介護職
（事業所内での介護全般、ご自
宅での介護や安否確認、送迎
（必須）、認知症ケア、家事など
の生活支援、自立支援、体操、
レクリエーション、行事などが

主なお仕事です。）

new! 35
バスドライバー

ロケバスの運転及び関連する
業務

撮影専門のロケバス（貸切バス）事業
をメインに、国内旅行事業、カフェ事
業運営をする会社です。各種関連
サービス業も取り組み事業展開して
います。

new! 36
カフェスタッフ（正社員）

カフェ店舗業務及び関連する
業務

撮影専門のロケバス（貸切バス）事業
をメインに、国内旅行事業、カフェ事
業運営をする会社です。各種関連
サービス業も取り組み事業展開して
います。

34
りんご生産業

（農作業全般（りんご栽培）及
び当社事業に関わる業務）

条件によ
り加入

りんご及びその他果樹、水稲生産
及び販売、飲食店事業並びに農
業体験事業

休日:土日祝、都合により自由

33
一般土木工事、外構工事

リフォーム工事

株式会社　リアライズ

土曜、日曜、祝日
会社カレンダーによる休日

株式会社　信徳　斑尾東急リゾー
ト

急募！ 32
客室清掃

ベッドメイキング、水廻り清掃な
ど

株式会社　信徳　斑尾東急リゾー
ト

new! 31
食器洗浄

機械での簡単な作業

29
電気通信エンジニア（電気通信

設備工事全般） （試用期間３カ月は日給8,000
円）

休日:日曜、祝日、第2･4土曜、
その他

30
交通誘導警備員

（交通誘導警備・駐車場警備）

日給
7,500円～10,000円

（試用期間1ヶ月 7,300円）

28 従業員食堂の調理

お問い合わせください 　フロントは正社員も可能なのでご相談くださ
い。

休日:変形、年間87日

27 室内掃除（客室・館内掃除）

26 接客、掃除、フロント

25
調剤事務スタッフ（調剤事務、

接客応対、入力等）
薬、化粧品、日用雑貨などの販
売、処方箋受付

23
調剤薬局スタッフ（処方箋作

成、患者様応対等）
薬、化粧品、日用雑貨などの販
売、処方箋受付

24
調剤薬局社員（処方箋作成、

患者様応対等）
薬、化粧品、日用雑貨などの販
売、処方箋受付



№ 職　種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等必要な免許資格・求人数 等
日給 飯綱町芋川181 健康保険 通勤手当あり

8,880円以上 TEL:026-253-8456 厚生年金 ホームヘルパー2級以上
就業場所:飯綱町倉井2907-1 雇用保険 普通自動車免許

労災保険 夏季・冬季手当、退職金制度有
（従業員数: 136名） 1名　

時給 飯綱町芋川181 8：30～17：30 健康保険 通勤手当あり
1,180円～1,280円 TEL:026-253-8456 厚生年金 准看護師以上、普通自動車免許

就業場所：上記に同じ 雇用保険 雇用期間の定めあり　更新あり
その他手当あり 休日：シフト制 労災保険

（従業員数: 136名） １名
時給 飯綱町芋川181 8：30～17：30 健康保険 通勤手当あり

1,180円～1,280円 TEL:026-253-8456 厚生年金 准看護師以上、普通自動車免許
就業場所：牟礼2243-1 雇用保険 雇用期間の定めあり　更新あり

その他手当あり 休日：シフト制 労災保険
（従業員数: 136名） １名

時給 飯綱町芋川181 8：30～17：30　要相談 健康保険 通勤手当あり、宿舎なし
910円～ TEL:026-253-8456 休憩時間： 厚生年金 普通自動車免許

就業場所：上記に同じ 6～8時間勤務の場合、１時間 雇用保険 介護職員初任者研修修了であれば尚良い
その他手当あり 残業時間：２時間程度／月 労災保険 雇用期間の定めあり（１年）更新あり

（従業員数: 136名） 休日：シフト制 １名
時給 飯綱町芋川181 8：30～17：30　要相談 健康保険 通勤手当あり、宿舎なし

910円～ TEL:026-253-8456 休憩時間： 厚生年金 普通自動車免許
就業場所：牟礼2243-1 6～8時間勤務の場合、１時間 雇用保険 介護職員初任者研修修了であれば尚良い

その他手当あり 残業時間：２時間程度／月 労災保険 雇用期間の定めあり（１年）更新あり
（従業員数: 136名） 休日：シフト制 １名

時給 飯綱町芋川181 勤務時間：要相談 労災保険 介護職員初任者研修必須
1,330円～1,450円 TEL:026-253-8456 普通自動車免許必須
（通勤手当含む） 就業場所：倉井2907-1 休日：シフト制

雇用期間の定めあり（１年）更新あり
（従業員数: 136名） ２名

時給 長野カントリー(株) 長野市上ケ屋2471 10:00～14:30 労災保険 普通自動車免許
880円～ TEL:026-239-3100 通勤手当あり

就業場所：上記に同じ 宿舎なし
週に3日程度でも可、託児所あり
雇用期間の定め（８カ月）あり

ゴルフ場 （従業員数115名） 2名
月給 長野カントリー(株) 長野市上ケ屋2471 7：30～16：30（シフト制） 健康保険 普通自動車免許

175,000円～ TEL:026-239-3100 休憩時間：1時間 厚生年金 通勤手当あり
就業場所：上記に同じ 雇用保険 宿舎なし

労災保険 雇用期間の定め（８カ月）あり
アルバイトキャディ同時募集・日給7,000円（１日7時間勤務）

休日：シフト制 託児所あり
ゴルフ場 （従業員数115名） 5名

時給 長野カントリー(株) 長野市上ケ屋2471 7：00～16：00 健康保険 普通自動車免許
900円～ TEL:026-239-3100 残業時間：30時間/月 厚生年金 通勤手当あり

就業場所：上記に同じ 雇用保険 宿舎なし
労災保険 雇用期間の定め（８カ月）あり

休日：シフト制
ゴルフ場 （従業員数115名） 2名

時給 長野カントリー(株) 長野市上ケ屋2471 ①8：00～14：00 労災保険 普通自動車免許
880円～ TEL:026-239-3100 ②8：00～17：00 通勤手当あり

就業場所：上記に同じ 宿舎なし
残業時間：2時間/月 雇用期間の定め（８カ月）あり

①、②とも週に3日程度勤務（相談に応じます）

ゴルフ場 （従業員数115名） 2名
時給 信濃ゴルフ倶楽部 信濃町大井高山2433 勤務時間：7：00～18：00 応相談 通勤手当：有（当社規定）
900円 ＴＥＬ：026-255-6700（代） 　　　　　　　（シフト制） 宿舎：無

ＦＡＸ：026-255-6704 休憩時間：45～60分 必要な免許、経験等：普通自動車免許
土日祝+５０円 雇用期間：定め有　2022年11月まで

就業場所：事業所所在地に同じ 休日：シフト制

（従業員数：40名） 3名
時給 信濃ゴルフ倶楽部 信濃町大井高山2433 勤務時間：7：00～18：00 応相談 通勤手当：有（当社規定）
900円 ＴＥＬ：026-255-6700（代） 　　　　　　　（シフト制） 宿舎：無

ＦＡＸ：026-255-6704 休憩時間：45～60分 必要な免許、経験等：普通自動車免許
土日祝+５０円 雇用期間：定め有　2022年11月まで

就業場所：事業所所在地に同じ 休日：シフト制

（従業員数：40名） 2名
時給 信濃ゴルフ倶楽部 信濃町大井高山2433 勤務時間：6：00～18：00 応相談 通勤手当：有（当社規定）
900円 ＴＥＬ：026-255-6700（代） 　　　　　　　　　　　　（シフト8H） 宿舎：無

ＦＡＸ：026-255-6704 休憩時間：60分～ 必要な免許、経験等：普通自動車免許
土日祝+５０円 残業時間：1ヵ月　5時間程度 雇用期間：定め有　2022年11月まで

就業場所：事業所所在地に同じ 休日：シフト制

（従業員数：40名） 2名
時給 長野県交通警備（株）長野支社 長野市松岡2-24-8 8：00～17：00 健康保険 通勤手当あり（上限32,000円）

900円～1,250円 ℡：026-251-1988 （その他　応相談） 厚生年金 宿舎なし
勤務時間は業務によって変動有 雇用保険 普通自動車免許（原付、自動二輪可）
（夜勤もあり） 労災保険 交通誘導２級・雑踏２級・列車見張員資格者優遇

就業場所：北信地域
雇用期間の定め（１年）あり　　更新あり

警備業 （従業員数：243名） 5名
時給 飯綱町普光寺920 労災保険 普通自動車免許

900円～1,000円 TEL:026-253-0133 ヘルパー2級以上
就業場所:飯綱町、信濃町

（従業員数:33名） 3名　
時給 飯綱町学校給食共同調理場 飯綱町普光寺1 8：00～16：15 労災保険 通勤手当あり(片道２km以上）
918円 ℡：026-253-3250 ・詳細は要問合せ 宿舎なし

kyushoku@town.iizuna.nagano.jp ・当日の朝の急な出勤要請あり 必要な免許・資格等なし
就業場所：事業所所在地に同じ

(毎日の勤務ではありません） 雇用期間（6カ月）の定めあり　更新あり

（従業員数：17名） 休日：土日祝　その他定める日 1～2名
時給 飯綱町学校給食共同調理場 飯綱町普光寺1 勤務時間：8：00～16：45 健康保険 通勤手当：有（片道2km以上、規定による）

960円 ℡：026-253-3250 厚生年金 宿舎：なし
kyushoku@town.iizuna.nagano.jp 休憩時間：60分 雇用保険 必要な免許、経験等：なし

new! 就業場所：事業所所在地に同じ 残業時間：1時間程度／月 労災保険 雇用期間：定めあり（４ヶ月以上）
休日：土・日・祝日・その他   　　　　令和4年7月1日～令和5年3月31日
 （その他：学校の長期休暇中数日） 契約更新の可能性：あり（条件付きで更新あり）

（従業員数：17名） 契約更新の条件：勤務状況による　　　 　　　1名
月給 飯綱町立飯綱病院 飯綱町牟礼2220 共済組合 通勤手当あり（規程による）

初任給209,800円 ℡：026-253-2248 共済年金 宿舎なし
または、シフト表による 公務災害 必要な免許・資格等：看護師免許

就業場所：上記に同じ 休憩時間：1時間 退職手当組合

雇用期間：60歳定年
（従業員数：178名） 2～3名

時間給 飯綱町立飯綱病院 飯綱町牟礼2220 通勤手当あり(規程による）
1,450円～1,465円 ℡：026-253-2248 宿舎なし

または、シフト表による 必要な免許・資格等：看護師免許
就業場所：上記に同じ 休憩時間：1時間

雇用期間（6カ月）の定めあり　更新あり
（従業員数：178名） 1～2名

月給 飯綱町立飯綱病院 飯綱町牟礼2220 共済組合 通勤手当あり(規程による）
大学6卒 ℡：026-253-2248 厚生年金 宿舎なし
初任給210,500円 公務災害 必要な免許・資格等：薬剤師免許

就業場所：上記に同じ 休憩時間：1時間 退職手当組合

大学卒
初任給188,400円 雇用期間：60歳定年

（従業員数：178名） 1名
時間給 飯綱町立飯綱病院 飯綱町牟礼2220 通勤手当あり(規程による）
2,000円 ℡：026-253-2248 宿舎なし

必要な免許・資格等：薬剤師免許
就業場所：上記に同じ 休憩時間：1時間

雇用期間（6カ月）の定めあり　更新あり
（従業員数：178名） 1名

フルタイム　月給 飯綱町立飯綱病院 飯綱町牟礼2220 16：30～25：00 通勤手当あり(規程による）
初任給146,100円 ℡：026-253-2248 　0：15～9：00 宿舎なし

必要な免許・資格等なし
就業場所：上記に同じ または、シフト表による（相談可能）

パート　時間給 休憩時間：1時間
897円～951円 雇用期間（6カ月）の定めあり　更新あり

（従業員数：178名） 2名

67
（非常勤）夜間介護員

（介護員業務・患者介助他）

規程によ
り加入

病院
休日：シフト表による、年次有
給休暇あり

66 パート薬剤師

8：30～17：15の間で
4時間以上勤務できる方

規程によ
り加入

病院
休日：日曜、第2・4土曜、祝
日、年次有給休暇あり

65 薬剤師

8：30～17：15

病院
休日：日曜、第2・4土曜、祝
日、年次有給休暇20日

規程によ
り加入

病院
休日：シフト表による、年次有
給休暇あり

8：30～17：15

（短大3卒、規則により経験
年数による加算あり）

病院
休日：シフト表による、年間有
休20日

64 パート看護師

8：30～17：15の間で
4時間以上勤務できる方

62

学校給食調理
（食材受入検収・調味料仕分け・
野菜下処理（皮むき等）・野菜洗

い・カット・調理（下処理・仕上げ）・
配缶・配送準備・清掃・調理機器・
器具・食器・食管等洗浄・各種記

録表等記入　その他）

（調理師免許所有者　1,011円）

学校給食の調理

63 看護師

61

代替給食調理補佐員
常勤調理員休暇時の調理補佐
（野菜洗浄、調理器具・食器洗

浄、その他調理業務）

（調理師免許所有者　960円）
午前のみ（５時間）、午後のみ
（３時間）の要請あり

学校給食の調理

60
登録ヘルパー（障害児･者の居宅

介護や外出の付き添い等）

特定非営利活動法人SUN 随時（支援内容による、応相
談）

障害者の自立支援に関する事業、障
害者の福祉に関する啓発広報事業等

59
警備員（交通誘導警備・イベン
ト警備・列車見張警備・高速道

路警備）

休日：その他（シフト制）

ゴルフ場

new! 58
コース管理

（芝刈、落ち枝葉拾い、等）
コース整備、機械整備

ゴルフ場

new! 57
レストランフロアスタッフ

レストラン内接客、配膳、オー
ダー、片付け等

56 キャディ

ゴルフ場

54
フロント（チェックイン、チェックア
ウト業務、及び電話応対業務）

55 ハウス管理（清掃・洗濯）

52 レストランサービス

53 キャディ

50
デイサービス介護員（通所介護

事業における介護業務）

社会福祉法人飯綱町社会福祉協
議会

地域福祉事業、介護保険事業、障
害者総合支援事業

51
登録ヘルパー（利用者宅訪問
による身体介護、生活援助）

社会福祉法人飯綱町社会福祉協
議会

地域福祉事業、介護保険事業、障
害者総合支援事業

49
デイサービス介護員（通所介護

事業における介護業務）

社会福祉法人飯綱町社会福祉協
議会

地域福祉事業、介護保険事業、障
害者総合支援事業

48
デイサービス看護師（通所介護

業務における看護師業務）

社会福祉法人飯綱町社会福祉協
議会

地域福祉事業、介護保険事業、障害
者総合支援事業

シフト制（A勤～E勤）

その他、夜勤、土日祝日出勤
手当有

地域福祉事業、介護保険事業、障害
者総合支援事業

47
デイサービス看護師（通所介護

事業における看護師業務）

社会福祉法人飯綱町社会福祉協
議会

地域福祉事業、介護保険事業、障害
者総合支援事業

46
グループホームの生活支援員

（グループホームわが家）

社会福祉法人飯綱町社会福祉協
議会

mailto:kyushoku@town.iizuna.nagano.jp
mailto:kyushoku@town.iizuna.nagano.jp


№ 職　種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等必要な免許資格・求人数 等
時給 富士通労働組合総合センター 飯綱町高坂1308-63 勤務時間：9：00～15：45 健康保険 通勤手当あり
900円 ℡：026-253-8500 休憩：45分 雇用年金 自家用車通勤できる方

残業時間：10時間程度/月 労災保険
就業場所：上記に同じ

更新：有
（従業員数：17名） 2名

時給 富士通労働組合総合センター 飯綱町高坂1308-63 ①7：00～16：30 通勤手当あり
1,000円～ ℡：026-253-8500 ②11：00～20：30 自動車通勤できる方

宿舎なし
就業場所：上記に同じ

雇用期間の定めなし
（従業員数：17名） 2名

月給 (株)カンバーランド・ジャパン 長野市南長池337 9：30～18：30 雇用年金 普通自動車免許
企画営業 200,000円～300,000円 又は 休憩1時間30分 労働保険 経験者優遇

トレーラーハウス販売 長野市豊野町浅野1778 残業10時間（月）
営業企画 TEL　026-221-9997 週休2日（日、祝、他）

FAX　026-221-4848
営業

月給 (株)カンバーランド・ジャパン 長野市南長池337 9：30～18：30 雇用年金 普通自動車免許
270,000円～350,000円 又は 休憩1時間30分 労働保険 けん引免許、クレーン他取得者　優遇

トレーラーハウス販売 長野市豊野町浅野1778 残業10時間（月）
トレーラーハウス輸送 TEL　026-221-9997 週休2日（日、祝、他）

設置作業 FAX　026-221-4848
輸送

月給 (株)カンバーランド・ジャパン 長野市南長池337 9：30～18：30 雇用年金 普通自動車免許
製造（大工） 270,000円～350,000円 又は 休憩1時間30分 労働保険 大工、電気、設備等の経験者又は資格者

２×４工法による製造 長野市豊野町浅野1778 残業10時間（月） 優遇
TEL　026-221-9997 週休2日（日、祝、他）
FAX　026-221-4848

製造
月給 (株)カンバーランド・ジャパン 所在地：長野市大字南長池337-1 10：30～20：00 健康保険 通勤手当：有（通勤距離による）　　宿舎：無し

レストランスタッフ(ホール） 基本給　168,000円 就業場所：飯綱町大字平出990-3 休憩時間：2時間 厚生年金
HP：http://www.thno1.com/ 残業時間：4時間程度(月） 雇用保険 必要な免許、経験等：普通自動車免許

レストラン店内外管理 その他手当あり TEL：026-221-9997 休日：火曜定休その他シフト休
顧客対応 扶養手当　3,000円×人数 FAX：026-221-4848 　　   年間95日 雇用期間　定め：無し

資格手当　10,000円～ トレーラーハウス製造・販売
経験手当　10,000円～ 　　　　　　　　　　・食文化事業 （従業員数：35名） 1名

月給 (株)カンバーランド・ジャパン 10：30～19：30 雇用年金 普通自動車免許
レストラン調理補助 200,000円～250,000円 レストランアンジェリコ 休憩1時間30分 労働保険 レストラン経験者　優遇

長野市豊野町浅野1778 週休2日（水、他） 調理師　優遇

TEL　026-221-9997
FAX　026-221-4848

調理
月額 株式会社サンクゼール 所在地：飯綱町大字芋川1260 8：00～17：00 健康保険 普通自動車免許（AT限定可）

製造（正社員） 162,000円～280,000円 就業場所：信濃町大字平岡 又は 厚生年金 年間休日数117日
2249-1　信濃町センター 13：00～22：00 雇用保険

休憩時間1時間 労災保険
TEL　026-219-3935 残業時間15時間（月） 財形
FAX　026-219-3906 休日：土、日、祝日、その他 2名　

月額 株式会社サンクゼール 所在地：飯綱町大字芋川1260 8：00～17：00 健康保険 普通自動車免許（AT限定可）
製造（契約社員） 162,000円～280,000円 就業場所：信濃町大字平岡 厚生年金 年間休日数117日

2249-1　信濃町センター 雇用保険
休憩時間1時間 労災保険

TEL　026-219-3935 残業時間10時間（月） 財形
FAX　026-219-3906 休日：週2日 2名　

時給 株式会社サンクゼール 所在地：飯綱町大字芋川1260 8：00～17：00 労災保険 普通自動車免許（AT限定可）
製造（パート） 880円～900円 就業場所：信濃町大字平岡 又は 雇用の定め：有（4ヵ月)

2249-1　信濃町センター 8：00～17：00の間の5時間以上
休憩時間1時間

TEL　026-219-3935 残業時間10時間（月）
FAX　026-219-3906 休日：土、日、祝日、その他
（従業員数：858名） 2名

時間給 新潟県立妙高病院 所在地：新潟県妙高市大字田口147-1 17：45～20：45　シフト制 労災保険 通勤手当：有（実費支給、車通勤は2キロ以上から支給）

1,007円～1,486円 就業場所：同上 勤務日数・希望は応相談 宿舎：なし
看護助手（食事介助助手） 残業時間：なし

アルバイト勤務 　 TEL：0255-86-2003 休日：シフト制 免許・不問
FAX：0255-86-2065 介護業務の経験が3年以上ある方

（入院患者の食事介助、片付け） HP　http://www.myoukou-hsp.gr.jp/
病院 （従業員数：86名） 雇用期間の定めなし　　　　　　　　　　　　2名

月額 株式会社　テイスト 所在地：長野市三輪八丁目56-9 8：00～17：00又は8：30～17：30 健康保険 通勤手当：実費支給（上限あり　月額15,000円）
172,800円～216,000円 ＳＥビル2F 休憩時間：1時間 厚生年金 普通自動車運転免許あれば尚可

（準）交通誘導警備員 就業場所：長野市、須坂市、中野 残業時間10時間（月） 雇用保険 原動機付自転車免許あれば尚可
（フルタイム） （試用期間あり：入社後3カ月） 市、千曲市の各現場 休日：日、年間105日 労災保険 ・経験者、未経験者とも歓迎！

TEL：026-217-7616 ・60歳以上の方、外国人の方も大歓迎★
FAX：026-217-7511 資格手当（規定により支給）

交通誘導警備 （従業員数：23名） 時間外手当、深夜手当は別途支給 雇用期間の定めなし　　　　　　　　　　　　5名
時給 株式会社　テイスト 所在地：長野市三輪八丁目56-9 8：00～17：00 労災保険 通勤手当：実費支給（上限あり　月額15,000円）

1,000円～1,250円 ＳＥビル2F 休憩時間：1時間 普通自動車運転免許あれば尚可
交通誘導警備員 就業場所：長野市、須坂市、中野 残業時間10時間（月） 原動機付自転車免許あれば尚可
（パートタイム） （試用期間あり：3ヶ月） 市、千曲市の各現場 休日：日、シフト制 ・週2～3日勤務もOKです。

TEL：026-217-7616 ・経験者、未経験者とも歓迎！
FAX：026-217-7511 資格手当（規定により支給） ・60歳以上の方、外国人の方も大歓迎★

交通誘導警備 （従業員数：23名） 時間外手当、残業・深夜手当は別途支給 雇用期間（1年）の定めあり　更新あり　　5名
月給 合同会社あやとり 所在地：静岡県浜松市中区住吉4-6-18 勤務時間：9：30～18：30　 健康保険 通勤手当：有（自家用車通勤距離による）

初年度33万円 就業場所：飯綱町川上1535 いいづな ・入社半年経過後、フレックスあり 厚生年金 宿舎：なし

～ コネクトWEST-2F ・条件により在宅勤務と出社の 雇用保険 必要な免許、試験等：大卒相当の基礎学力
　　　　45万円 ①企業ウェブサイト構築、活用支援 合同会社あやとり長野支社 ハイブリッド型勤務可能 労災保険 ならびに、Excel、Word、PowerPointと実務経験

※新卒やスキルが満たない ②企業のウェブサイト運営担当者育成 HP：https://ayatori.co.jp/ 休憩時間：1時間 3年以上、英語(TOEIC750～）ないし中国語(HSK
場合はこの金額にあらず。 デジタルマーケティング推進人材育成 残業時間：15時間程度（月） スーパー労災 3級～）あればなお厚遇
※業績連動型決算賞与有。 ③企業のDX推進コンサルティング 休日：日曜・土曜・祝日を含む会社 （民間保険） 雇用期間：定めなし　　
年度始給与改定。 カレンダー

年間 130日（有給5日含む）
その他（社内規定による）
・出張手当
・業務用PCおよびｉPad支給

（支店数：2ヵ所　従業員数：12名） 　　　　　　　　　　　　　職種のいずれかで計　3名
時間給 株式会社エイジェック　長野オフィス 所在地：長野市南千歳2-12-1 勤務時間：8：20～17：00 健康保険 通勤手当：有（月15,000円上限）

1,100円 長野セントラルビル９Ｆ 厚生年金 宿舎：なし
製造職 就業場所：飯山市大字常盤 休憩時間：55分 雇用保険

残業時間：3時間程度／月 労災保険 必要な免許：運転免許（通勤のため）
・組立・検査業務 TEL：026-267-5611 休日：土曜・日曜
・業務に関わるその他付随業務 FAX：026-226-1325 その他会社カレンダーによる 雇用期間：定め有（2ヵ月）

HP　https://www.agekke.co.jp/ 年間 125日 更新：有
人材・雇用にかかわる業務全般 （支店・工場数70ヵ所　従業員数：13,800名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3名

時間給 株式会社エイジェック　長野オフィス 所在地：長野市南千歳2-12-1 ①8：30～17：15 健康保険 通勤手当：有（月15,000円上限）

1,250円 長野セントラルビル９Ｆ ②15：10～23：55 厚生年金 宿舎：なし

製造職 就業場所：飯山市大字野坂 ③23：55～8：35 雇用保険
・マシンオペレーター 休憩時間：45分 労災保険 必要な免許：運転免許（通勤のため）
（クリーンルーム内での圧力セ 深夜手当 TEL：026-267-5611 残業時間：5時間程度／月
ンサー製造及び業務に関わる 313円／Ｈ FAX：026-226-1325 休日：シフト制、年間122日 雇用期間：定め有（2ヵ月）

付随業務） HP　https://www.agekke.co.jp/ 更新：有
人材・雇用にかかわる業務全般 （支店・工場数70ヵ所　従業員数：13,800名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3名

時間給 株式会社エイジェック　長野オフィス 所在地：長野市南千歳2-12-1 ①8：10～16：55 健康保険 通勤手当：有（月15,000円上限）

1,300円 長野セントラルビル９Ｆ ②20：10～4：55 厚生年金 宿舎：なし

製造職 就業場所：長野市北尾張部 ③20：30～5：30 雇用保険
・マシンオペレーター 休憩時間：60分 労災保険 必要な免許：運転免許（通勤のため）
・製造のライン投入・受け取 深夜手当 TEL：026-267-5611 残業時間：10時間程度／月

り・寸法測定 325円／Ｈ FAX：026-226-1325 休日：シフト制、年間125日 雇用期間：定め有（2ヵ月）
 業務に関わるその他付随業務 HP　https://www.agekke.co.jp/ 更新：有

人材・雇用にかかわる業務全般 （支店・工場数70ヵ所　従業員数：13,800名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3名
時間給 株式会社エイジェック　長野オフィス 所在地：長野市南千歳2-12-1 ①8：45～17:15 健康保険 通勤手当：有（月15,000円上限）

1,200円～1,300円 長野セントラルビル９Ｆ ②11:40～20：10 厚生年金 宿舎：なし
コミュニケーション職 就業場所：長野市上千歳町 雇用保険

休憩時間：60分 労災保険 必要な免許、経験等：PC操作経験
光回線コールセンター業務 深夜手当 TEL：026-267-5611 残業時間：5時間程度／月
(お客様からのお問合せ対応 325円／Ｈ FAX：026-226-1325 休日：シフト制、年間110日 雇用期間：定め有（2ヵ月）

・受信のみ） HP　https://www.agekke.co.jp/ 更新：有
人材・雇用にかかわる業務全般 （支店・工場数70ヵ所　従業員数：13,800名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5名
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・サーバーエンジニア（AWS）
・プログラマ（JAVA、JavaScript、
PHPなど）
・ウェブデザイナー（illustrator、
Photoshop)
・コーダー（html、CSS、
JavaScript）
・プロジェクトマネージャー（ＳＥ・
ディレクター）
データドリブン型ウェブサイト構築
プロジェクトで設計、設定構築、運
用支援等の業務をおこなう。また
はデジタルマーケティング推進人
材育成研修事業等で企画、講師
などをおこなう。
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レストラン業務（配膳・片付け

等）

企業保養所 休日：交替制

68
室内外清掃（客室及び館内外

清掃業務）

企業保養所 休日：交替制



№ 職　種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等必要な免許資格・求人数 等
時間給 丸山さとし歯科医院 所在地：飯綱町大字普光寺802 勤務時間：8：30～18：00 雇用保険 通勤手当：有（車・ガソリン代）

1,000円～1,500円 就業場所：事業所所在地に同じ （勤務時間応相談） 労災保険 宿舎：なし

歯科衛生士、助手 雇用期間：定め無
TEL：026-253-8888 休憩時間：2時間
　　　　（平日18：30以降） 残業時間：なし ・歯科衛生士免許あれば尚可

歯科衛生士業務 FAX：026-253-8888 休日：日曜日を含めて週休2日半 ・普通自動車免許あれば尚可
歯科治療アシスト業務 歯科治療アシスト業務 ・経験者優遇

、受付及び会計業務 （従業員数：3名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2名
時間給 有限会社アップルファームさみず 所在地：飯綱町大字倉井4225-2 勤務時間：9：00～17：00 雇用保険 通勤手当：無し

1,000円～ 就業場所：事業所所在地に同じ 労災保険 宿舎：なし

雇用期間：定め無
TEL：026-257-1512 休憩時間：1時間 必要な免許、経験等：普通自動車運転免許、

基本的なパソコン操作（エクセル等）、
事務全般 E-mail：info@applefarm-samizu.com 残業時間：なし illustrator等使えれば厚遇

・繁忙期と閑散期でシフトが大きく変動する
休日：土日祝日 可能性があります。

りんごの生産・販売 （従業員数：10名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２名
時間給 (株)ニチイ学館　長野支店 所在地：長野市南石堂町1277-2 勤務時間 健康保険 通勤手当：有（距離により）

995円～1,395円 　　　　　長栄第2ビル　6F ①8：30～17：30 厚生年金 宿舎：なし

就業場所：飯綱町川上1988 ②9：30～18：30 雇用保険 雇用期間：定め有（年度毎）
介護職員 ③16：00～10：00 労災保険 更新：有

TEL：026-228-0967 必要な免許、経験等：初任者研修・ヘルパー
・小規模多機能型居宅での 休憩時間：1～2時間 (週2の ２級・介護福祉士のいずれか
介護業務。通い、訪問、泊まり HP：https://www.nichiigakkan.co.jp/ 休日：シフトによる 場合は ※ ①～③の3代替勤務です。週2～4日の
サービスを提供。夜勤あり。 労災のみ） 募集です。

介護サービス事業 （従業員数：483名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1名
時間給 (株)ニチイ学館　長野支店 所在地：長野市南石堂町1277-2 健康保険 通勤手当：有（距離により）

995円～1,395円 　　　　　長栄第2ビル　6F 厚生年金 宿舎：なし

就業場所：飯綱町川上1988 雇用保険 雇用期間：定め有（年度毎）
介護職員 労災保険 更新：有

TEL：026-228-0967 必要な免許、経験等：初任者研修・ヘルパー

２級・介護福祉士のいずれか
小規模多機能型居宅での HP：https://www.nichiigakkan.co.jp/ ※ 1回の勤務は16時間で、週2日（週4日）の

夜勤業務 募集です。
介護サービス事業 （従業員数：483名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1名

時間給 (株)ニチイ学館　長野支店 所在地：長野市南石堂町1277-2 勤務時間：8：30～10：30 労災保険 通勤手当：有（距離により、1日200円～）
895円～995円 　　　　　長栄第2ビル　6F 　　　　　　16：00～18：00 宿舎：なし

就業場所：飯綱町川上1988 休憩時間：なし 雇用期間：定め有（年度毎）
送迎ドライバー 残業時間：なし 更新：有

介護施設での送迎業務 TEL：026-228-0967 休日：シフトによる 必要な免許、経験等：普通自動車第一種運転免許
　　　　　　　　　　　　（第二種運転免許あれば尚可）

HP：https://www.nichiigakkan.co.jp/ 　　　　　　　　　　　　 　初任者研修あれば尚可
週4～5日の勤務です。
朝だけ夕だけの勤務も可能です。

介護サービス事業 （従業員数：483名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1名
月給 有限会社　牧野設備 所在地：飯綱町牟礼1075-5 勤務時間：8：00～17：30 健康保険 通勤手当：無

200,000円～360,000円 就業場所：事業所所在地に同じ 休憩時間：1時間30分 厚生年金 宿舎：無

残業時間：1カ月10時間程度 雇用保険 雇用期間：定め無（試用期間１年）
配管工 ＴＥＬ：026-253-4200 休日：日曜、第2・4土曜、祝日 労災保険 必要な免許、経験等：普通運転免許

ＦＡＸ：026-253-4205 　　　　その他（お盆、年末年始） その他

E-mail：info@makinosetsubi.jp 　　　　年間105日 （中退共・ 経験者優遇いたします。
給排水工事 HP：https://www.makinosetsubi.jp/ 傷害保険）

管工事業 （従業員数：5名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若干名
月給 株式会社　広田製作所 所在地：須坂市大字小河原3954-13 勤務時間：8:30～17:15 健康保険 通勤手当：有（上限50,000円）　　宿舎：無

200,000円～400,000円 就業場所：事業所所在地に同じ 休憩時間：65分 厚生年金 雇用期間：定め無

電気・電子回路設計 残業時間：1カ月20時間程度 雇用保険 必要な免許、経験等：電子回路設計経験者

その他 ＴＥＬ：026-245-1212 休日：日曜、土曜、祝日 労災保険
賞与年2回（7月、12月） 　　その他（年間カレンダーによる） ・試用期間3ヶ月（労働条件は同条件）

昇給年1回（5月） HP：https://www.hirotass.co.jp/ 　　　　年間122日 その他 ・年次有給休暇／6ヶ月経過後10日支給

電子機器設計製造
システム開発
電子部品製造 ・その他詳細はHP又は直接ご連絡ください。

（従業員数：126名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1名
月給 株式会社　広田製作所 所在地：須坂市大字小河原3954-13 勤務時間：8:30～17:15 健康保険 通勤手当：有（上限50,000円）　　宿舎：無

200,000円～400,000円 就業場所：事業所所在地に同じ 休憩時間：65分 厚生年金 雇用期間：定め無

ソフトウェア設計 残業時間：1カ月20時間程度 雇用保険 必要な免許、経験等：ソフトウェア開発経験者

その他 ＴＥＬ：026-245-1212 休日：日曜、土曜、祝日 労災保険
賞与年2回（7月、12月） 　　その他（年間カレンダーによる） ・試用期間3ヶ月（労働条件は同条件）

昇給年1回（5月） HP：https://www.hirotass.co.jp/ 　　　　年間122日 その他 ・年次有給休暇／6ヶ月経過後10日支給

電子機器設計製造
システム開発
電子部品製造 ・その他詳細はHP又は直接ご連絡ください。

（従業員数：126名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1名
月給 株式会社エム・エス・シー 所在地：新潟県新潟市中央区米山1-11-11 勤務時間：8：30～17：30 健康保険 通勤手当：有（実費支給上限30,000円）　宿舎：無

142,000円～170,000円 就業場所：新潟県立妙高病院 休憩時間：1時間00分 厚生年金 雇用期間：定め無

（新潟県妙高市大字田口１４７番地１） 残業時間：1カ月10時間程度 雇用保険 必要な免許、経験等：不問
医療事務 ＴＥＬ：025-244-1240 休日：日曜、土曜、祝日 労災保険 （※医療事務関係資格取得者優遇）

資格手当 ＦＡＸ：025-241-8699 　　　　年間120日

・診療報酬請求事務能力認定試験 ハローワーク求人番号：15010-2388221

1,500円 人材派遣サービス HP：https://www.netmsc.co.jp/ 社員身分はエリア社員（正社員）です。

受付業務、カルテ管理、 採用決定後、医療機関着任前に教育研修を行います。

会計入力、診療報酬 ・診療情報管理士 着任後は業務マニュアルを使いOJTで業務を
に関する一連の業務 5,000円 覚えていただきます。またフォロー体制も整っており

安心して勤務していただけます。　　　　　　　1名
月給 株式会社　SATO 所在地：信濃町大字穂波132-15 勤務時間：8：00～17：00 健康保険 通勤手当：有　宿舎：無

200,000円～300,000円 就業場所：事業所所在地に同じ 休憩時間：1時間30分 厚生年金 雇用期間：定め無

雇用保険

営業 ＴＥＬ：026-217-0066 休日：日曜、祝日 労災保険 必要な免許、普通自動車免許

ＦＡＸ：026-217-0861 　　第２、４土曜日他年間100日 （AT限定　要相談）

総合建設業 E-mail：sinano-satou@ace.ocn.ne.jp 　　（会社カレンダーによる）

新規顧客の開拓営業 昇給、賞与あり
既存顧客への訪問等 （従業員数：５名） 1名

月給 株式会社　SATO 所在地：信濃町大字穂波132-15 勤務時間：8：00～17：00 健康保険 通勤手当：有　宿舎：無

250,000円～350,000円 就業場所：事業所所在地及び 休憩時間：1時間30分 厚生年金 雇用期間：定め無

　　　　　　　　　　　　　　　工事現場 雇用保険
建築技術者 ＴＥＬ：026-217-0066 休日：日曜、祝日 労災保険

ＦＡＸ：026-217-0861 　　第２、４土曜日他年間100日 1級建築士又は１級建築施工管理技士

昇給、賞与あり 総合建設業 E-mail：sinano-satou@ace.ocn.ne.jp 　　（会社カレンダーによる） 普通自動車免許（AT限定不可）

建築工事現場の管理
及び書類作成 （従業員数：５名） 1名

時給 (有)　信濃町ふるさと振興公社 所在地：信濃町大字柏原1260-4 勤務時間：9：00～16：00 雇用保険 通勤手当：有（上限20,000円）　宿舎：無

９００円～ 　　　　　　　（道の駅　しなの） 就業場所：事業所所在地に同じ 労災保険 雇用期間：定め有、更新有
休憩時間：1時間

販売業 ＴＥＬ：026-255-2900 休日：シフト制
ＦＡＸ：026-251-7101 　　　（土日祝日休み可能）
E-mail：tenbou@dia.janis.co.jp
HP：http://www.ｆ－tenbou.com

レジ業務、接客業務 道の駅の運営・管理 （従業員数：22名） 1名

時給 (有)　明月堂 所在地：飯綱町大字牟礼2724 勤務時間：7：30～15：00 ６時間以上 通勤手当：通勤距離による。　宿舎：無
1,000円～1,300円 就業場所：事業所所在地に同じ 勤務できる方 雇用期間：無

休憩時間：1時間 　　　　　のみ

菓子製造 試採用期間　900円 ＴＥＬ：026-253-2100 休日：シフト制　（相談可能） 健康保険 普通自動車第1種免許
ＦＡＸ：026-253-2405 厚生年金
E-mail：info@meigetsudo.biz

菓子製造 菓子製造・販売
（どらやき製造、生地仕込みなど） （従業員数：13名） 3名

時給 (有)　明月堂 所在地：飯綱町大字牟礼2724 勤務時間：13：00～19：00 勤務時間 通勤手当：通勤距離による。　宿舎：無
900円～1,000円 就業場所：事業所所在地に同じ による。 雇用期間：無

菓子製造 試採用期間　900円 ＴＥＬ：026-253-2100 休日：シフト制　（相談可能） 普通自動車第1種免許
ＦＡＸ：026-253-2405
E-mail：info@meigetsudo.biz

菓子製造・販売
菓子販売 （従業員数：13名） 2名
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・事前連絡の上、履歴書・職務経歴書を送付してくだ
さい。到着後7日以内に書類選考の結果及び通過者
には面接日時をお知らせします。

new! 94

new! 95

HDD・SSD各種試験装置、車載
制御装置、FPGA等回路設計、
各種マイコン組込装置、各種
半導体関連装置用制御ユニッ

ト。

（厚生年金
基金、財
形、退職金
制度）

・長期休暇（年末年始、夏季休暇、GW）、リフレッシュ
休暇、慶弔休暇、休業取得（育児、介護、看護）

・事前連絡の上、履歴書・職務経歴書を送付してくだ
さい。到着後7日以内に書類選考の結果及び通過者
には面接日時をお知らせします。

new! 93
*開発言語　組込ファームウェア

Ｃ、　Ｃ++　業務ソフト　C#、ＮＥＴ、
ＪＡＶＡ

（厚生年金
基金、財
形、退職金
制度）

・長期休暇（年末年始、夏季休暇、GW）、リフレッシュ
休暇、慶弔休暇、休業取得（育児、介護、看護）
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new! 87

new! 88

new! 89

86



№ 職　種 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等必要な免許資格・求人数 等
月給 信濃電気製錬(株)柏原工場 所在地：信濃町大字柏原2222番地 勤務時間：8：30～17：15 健康保険 通勤手当：有（上限47,600円）　宿舎：無

188,200円～241,000円 就業場所：事業所所在地に同じ 休日：土、日曜、祝日 厚生年金 雇用期間：定め無
休憩時間：1時間 雇用保険

製造業 ＴＥＬ：026-255-3010 労災保険
ＦＡＸ：026-255-4556 残業時間　1カ月6時間程度 普通自動車運転免許

半導体ウエハーの切断用砥粒の製造 E-mail：toshi_s.ser@shinetsu.jp 試用期間３カ月間あり
製造設備の一般オペレーター作業 グラビア印刷用の製版に用いられる HP：https://www.shinano-sic.co.jp/

（年齢・経験等により優遇） ロールの鏡面研磨用のPVA砥石製造 （従業員数：87名） 2名
時給 (株)青木機械 所在地：飯綱町大字豊野1000-3 勤務時間：8：30～19：30の間の 雇用保険 通勤手当：有

877円～1,000円 就業場所：事業所所在地に同じ 　　　　　　　　3～8時間程度 （2,600円／月＋200円×出勤日数）
(短期、長期など要相談） 宿舎：無　雇用期間：定め無

製造業（切削加工） ＴＥＬ：026-253-7533 休憩時間：1時間 アルバイト・パートの募集です。知識や経験は
ＦＡＸ：026-253-7083 必要ありません。未経験からどなたでも始め
E-mail：aoki-kk@dia.janis.or.jp 休日：土、日曜、祝日 られます。子育て中の方、フリーター、学生の

製造業（切削加工） （土日祝日勤務可能。要相談） 方のアルバイトも可能です。

簡単な機械作業 （従業員数：14名） 2名
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