
 就職・転職をご希望の方は、お気軽にハローワークをご利用ください。

賃金形態
時給・日給額

賃金額
月給 変形（1年単位）

(1)7時30分～16時30分
(2)18時30分～3時30分

TEL 026-268-5103
正社員 20130- 3679611 就業場所 長野県長野市

月給
(1)8時00分～17時00分

TEL 026-282-3671
正社員 20130- 3694611 就業場所 長野県長野市

月給 交替制あり

TEL 026-248-1057
正社員 20130- 3654911 就業場所 長野県須坂市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時30分

TEL 026-262-1385
正社員 20010-18975511 就業場所 長野県須坂市

月給
(1)14時00分～23時00分

TEL 026-248-6934
正社員 20130- 3690511 就業場所 長野県須坂市

月給
(1)8時30分～17時30分

TEL 0280-87-1322
正社員 08050- 6592811 就業場所 長野県須坂市

月給
(1)8時30分～17時30分

TEL 026-221-8141
正社員 20010-19079111 就業場所 長野県上高井郡高山村

月給
(1)8時00分～17時00分

TEL 026-282-3671
正社員 20130- 3693311 就業場所 長野県長野市

月給 変形（1年単位）
(1)7時30分～16時30分

TEL 026-268-5103
正社員 20130- 3680811 就業場所 長野県長野市

月給 交替制あり
(1)8時30分～17時30分

TEL 026-213-6886
正社員 20020-19283111 就業場所 長野県須坂市

月給
(1)8時30分～17時30分

TEL 048-539-3333
正社員 11020-11351211 就業場所 長野県須坂市

月給
(1)8時30分～17時30分

TEL 0280-87-1322
正社員 08050- 6605111 就業場所 長野県須坂市

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 026-282-3546
正社員 20130- 3673811 就業場所 長野県長野市

車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技術者

普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生218,500円～

230,000円

雇用・労災・
健康・厚生250,000円～

370,000円
測量経験

重機オペレーター

59歳
以下

株式会社　長西 長野県長野市若穂牛島１
６７

日祝他

中型自動車免許

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

測量技術者【未経験歓
迎】

59歳
以下

ワールド開発工業
株式会社

長野県長野市若穂綿内７
４８４

土日他 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

フォークリフト運転技能者

250,000円～
300,000円

経験者歓迎

雇用・労災・
健康・厚生300,000円～

400,000円
舗装工事の管理施工経験
※舗装の経験が少ない方も応募可能です。

現場代理人経験

１級土木施工管理技士

理容師

雇用・労災

264,000円～
396,000円

集荷ドライバー

59歳
以下

信州ヤマヨ運輸株
式会社

長野県長野市若穂綿内南
條３５６－１

他

現場代理人（舗装工
事・土木工事）

59歳
以下

ワールド開発工業
株式会社

長野県長野市若穂綿内７
４８４

土日他

雇用・労災・
健康・厚生250,000円～

450,000円

鋼製橋梁の施工管理
（高山村）

59歳
以下

株式会社　角藤 長野県長野市南屋島５１５ 土日祝他

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生250,000円～

450,000円

普通自動車運転免許　　必須（AT限定不可）

２級土木施工管理技士

１級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし

中型自動車免許

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

300,000円～
400,000円

運送経験者

ドライバー（長距離）

18歳
～59
歳

信州ヤマヨ運輸株
式会社

長野県長野市若穂綿内南
條３５６－１

他

美容師（見習いを含
む）／須坂市（須坂店）

不問

株式会社　アクア
南

茨城県猿島郡境町長井戸
７９８－１

他

美容師

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生220,000円～

350,000円

産業機械部品の営業
職／長野営業所

35歳
以下

株式会社　オキナ
ヤ　熊谷本店

埼玉県熊谷市江南中央二
丁目１７番１号

日祝他 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

225,300円～
325,000円

普通自動車運転免許　　必須

看護師

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

250,000円～
250,000円

看護師業務の実務経験

看護師（愛光苑すざ
か）【急募】

64歳
以下

株式会社　みらい
さい福祉会

長野県松本市大字岡田松
岡４０１番地３

他

美容師業務経験者優遇（スタイリスト経験１年
以上）

理容師（見習いを含
む）／須坂市（須坂店）

不問

株式会社　アクア
南

茨城県猿島郡境町長井戸
７９８－１

他

美容師スタイリスト（須
坂市）

59歳
以下

隆盛コーポレー
ション

長野県長野市大字中御所字岡田
５３番地１１　ムゲングループ本社
ビル

他 普通自動車運転免許　　必須

美容師

雇用期間の定めなし

大型車ドライバー

18歳
以上

有限会社　エンドレ
スワーク

長野県須坂市大字小山１
２０６－５

火日祝他 普通自動車運転免許　　必須

大型自動車免許

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生260,000円～

340,000円

鍼灸師

64歳
以下

有限会社ハリピコ
森上鍼灸整骨院

長野県須坂市大字塩川５
０３－３

他

はり師

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生300,000円～

300,000円
又は7時00分～19時00分の

間の8時間

３年以上の実務経験

　　　令和３年１２月１５日（水）発行
　〔次回の予定　１２月２２日（水）〕

ハローワーク須坂

℡　026-248-8609

職種 年齢 求人者名 所在地・就業場所 就業時間
休日

加入保険
普通自動車免許の有無

必要な免許資格等

◎ 就業場所が『長野市若穂・須坂市・小布施町・高山村』のフルタイム求人情報を掲載しています。

◎ 詳しい内容を知りたい方、応募をされる方は最寄りのハローワークへお越しください。応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 労働時間によって記載されている各種保険の加入要件が変わってきます。職業相談や応募の際にご確認ください。

◎ 時給、日給、年俸制のフルタイムの求人の賃金は月換算で計算してあります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っており応募を締め切っている場合がありますので、その際はあしからずご了承ください。

◎必要な免許資格等は、記載されていても「あれば尚可」や「いずれかの免許・資格所持で可」の場合がありますので、求人票でご確認ください。

令和３年１２月６日～

令和３年１２月１０日分
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 就職・転職をご希望の方は、お気軽にハローワークをご利用ください。

賃金形態
時給・日給額

賃金額

　　　令和３年１２月１５日（水）発行
　〔次回の予定　１２月２２日（水）〕

ハローワーク須坂

℡　026-248-8609

職種 年齢 求人者名 所在地・就業場所 就業時間
休日

加入保険
普通自動車免許の有無

必要な免許資格等

◎ 就業場所が『長野市若穂・須坂市・小布施町・高山村』のフルタイム求人情報を掲載しています。

◎ 詳しい内容を知りたい方、応募をされる方は最寄りのハローワークへお越しください。応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 労働時間によって記載されている各種保険の加入要件が変わってきます。職業相談や応募の際にご確認ください。

◎ 時給、日給、年俸制のフルタイムの求人の賃金は月換算で計算してあります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っており応募を締め切っている場合がありますので、その際はあしからずご了承ください。

◎必要な免許資格等は、記載されていても「あれば尚可」や「いずれかの免許・資格所持で可」の場合がありますので、求人票でご確認ください。

令和３年１２月６日～

令和３年１２月１０日分

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 026-246-6833
正社員 20130- 3660311 就業場所 長野県上高井郡高山村

月給
(1)8時00分～17時00分

TEL 026-248-5631
正社員 20130- 3662911 就業場所 長野県上高井郡小布施町

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時30分

TEL 090-3577-3663
正社員 20070- 8735811 就業場所 長野県上高井郡小布施町

月給
(1)9時00分～17時30分

TEL 026-245-4523
正社員 20130- 3649811 就業場所 長野県須坂市

月給 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

TEL 026-214-2830
正社員 20130- 3685311 就業場所 長野県須坂市

月給
(1)9時30分～17時30分

TEL 0267-92-1123
正社員 20110- 5886211 就業場所 長野県須坂市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～15時45分
(2)11時00分～19時45分
(3)13時00分～21時45分

TEL 026-247-4887
正社員以外 20130- 3651011 就業場所 長野県上高井郡小布施町

月給
(1)8時00分～17時00分

TEL 026-248-5631
正社員 20130- 3661611 就業場所 長野県上高井郡小布施町

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 026-245-1000
正社員 20130- 3677011 就業場所 長野県上高井郡高山村

月給 交替制あり
(1)8時00分～18時00分
(2)9時00分～17時00分

TEL 090-2243-0326
正社員 20130- 3684011 就業場所 長野県上高井郡高山村

月給
(1)8時30分～17時30分

TEL 026-221-8141
正社員 20010-19086911 就業場所 長野県上高井郡高山村

時給
(1)8時30分～17時15分

TEL 026-228-5085
有期雇用派遣労働者 20010-19433411 就業場所 長野県上高井郡小布施町

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時30分

TEL 090-3577-3663
正社員以外 20070- 8736211 就業場所 長野県上高井郡小布施町

■ＣＡＤが使用できる方（種類問わず）
■図面が読める方
■主体的に学び、挑戦できる方

（派）＜急募＞総務事
務（小布施町）

不問

テスコ　株式会社
長野支店

長野県長野市大字中御所
字宮沖２１６－１０

土日祝他

1,080円～
1,080円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

雇用・労災・
健康・厚生175,770円～

175,770円
総務や人事での事務経験

建築鉄骨の超音波探
傷検査員（高山村）

59歳
以下

株式会社　角藤 長野県長野市南屋島５１５ 土日祝他

非破壊検査技術者レベル２

非破壊検査技術者レベル３

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

その他の建築技術関係資格

180,000円～
450,000円

葬祭ディレクター（家族葬
邸宅みつわ　須坂南店）

69歳
以下

株式会社　みつわ 長野県南佐久郡小海町大
字千代里３２２２

他 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生185,000円～

200,000円

訪問介護（小布施営業
所）

59歳
以下

有限会社　ウェル
ネスライフ

長野県千曲市大字上徳間
６０６－３

他 普通自動車運転免許　　必須

900円～1,000
円

介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生173,940円～

191,300円

訪問介護（小布施営業
所）

59歳
以下

有限会社　ウェル
ネスライフ

長野県千曲市大字上徳間
６０６－３

他 普通自動車運転免許　　必須

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生190,000円～

241,000円

ブドウ栽培・苗木生産、クラフ
トビール製造、加工品の企画
等 59歳

以下

高山村農業醸造技
研　株式会社

長野県上高井郡高山村大
字高井４８５５番地５

日他 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生180,000円～

180,000円
飲食業での就業経験（特にスイーツ関係）

設計担当（アルミ鋳物
製品）

59歳
以下

アスザック株式会
社

長野県上高井郡高山村大
字中山９８１

日祝他 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

180,000円～
250,000円

土木工事現場作業員〈ト
ライアル雇用併用求人〉

64歳
以下

須高建設　株式会
社

長野県須坂市豊島１４－２ 日祝他 普通自動車運転免許　　必須（AT限定不可）

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生180,000円～

300,000円

介護職員（フルタイム）

18歳
以上

長野広域連合　特別養
護老人ホーム　小布施
荘

長野県上高井郡小布施町
大字小布施８５７－５

他

介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

180,900円～
215,900円

特養等経験があれば尚良い

大型ユニックドライ
バー（関東一円） 18歳

～64
歳

株式会社　小泉運
輸松本

長野県須坂市大字米持５
５５番地３

日祝他 普通自動車運転免許　　必須（AT限定不可）

大型自動車免許

玉掛技能者

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

小型移動式クレーン運転技能者

185,000円～
230,000円

又は1時00分～16時00分の
間の7時間以上

ユニック作業経験者

ルート営業

59歳
以下

株式会社トミス長
野営業所

長野県須坂市大字米持１
５６－１

土日祝他 普通自動車運転免許　　必須（AT限定不可）

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

185,000円～
250,000円

土木工事技術者

64歳
以下

須高建設　株式会
社

長野県須坂市豊島１４－２ 日祝他 普通自動車運転免許　　必須（AT限定不可）

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

200,000円～
340,000円

工場作業【急募】

61歳
以下

岩上鋼材株式会社
長野工場

長野県上高井郡高山村高井
字十ニ崖６１００－１１　
日滝原産業団地

日祝他 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

200,000円～
250,000円
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 就職・転職をご希望の方は、お気軽にハローワークをご利用ください。

賃金形態
時給・日給額

賃金額

　　　令和３年１２月１５日（水）発行
　〔次回の予定　１２月２２日（水）〕

ハローワーク須坂

℡　026-248-8609

職種 年齢 求人者名 所在地・就業場所 就業時間
休日

加入保険
普通自動車免許の有無

必要な免許資格等

◎ 就業場所が『長野市若穂・須坂市・小布施町・高山村』のフルタイム求人情報を掲載しています。

◎ 詳しい内容を知りたい方、応募をされる方は最寄りのハローワークへお越しください。応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 労働時間によって記載されている各種保険の加入要件が変わってきます。職業相談や応募の際にご確認ください。

◎ 時給、日給、年俸制のフルタイムの求人の賃金は月換算で計算してあります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っており応募を締め切っている場合がありますので、その際はあしからずご了承ください。

◎必要な免許資格等は、記載されていても「あれば尚可」や「いずれかの免許・資格所持で可」の場合がありますので、求人票でご確認ください。

令和３年１２月６日～

令和３年１２月１０日分

月給 フレックス
(1)8時30分～17時30分

TEL 050-3486-7070
正社員 21010-38861011 就業場所 長野県須坂市

時給 交替制あり
(1)8時30分～17時30分

TEL 026-228-1069
有期雇用派遣労働者 20010-19201911 就業場所 長野県上高井郡小布施町

時給 交替制あり
(1)8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分
(3)10時30分～19時30分

TEL 026-228-1069
有期雇用派遣労働者 20010-19397311 就業場所 長野県須坂市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時10分～17時55分
(2)20時10分～5時55分

TEL 026-227-2249
正社員 20010-19311511 就業場所 長野県長野市

月給 変形（1ヶ月単位）

TEL 0267-26-2113
正社員 20111- 6485411 就業場所 長野県上高井郡小布施町

月給 変形（1ヶ月単位）

TEL 0267-26-2113
正社員 20111- 6486011 就業場所 長野県長野市

月給 交替制あり
(1)6時00分～14時15分
(2)14時00分～22時15分
(3)22時00分～6時15分

TEL 026-251-2644
正社員 20130- 3666211 就業場所 長野県須坂市

月給 変形（1年単位）
(1)7時30分～16時30分
(2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

TEL 026-214-2655
正社員 20010-18873611 就業場所 長野県上高井郡小布施町

月給
(1)8時10分～17時30分

TEL 026-221-8141
正社員 20010-19082411 就業場所 長野県上高井郡高山村

月給
(1)8時10分～17時30分

TEL 026-221-8141
正社員 20010-19083011 就業場所 長野県上高井郡高山村

月給
(1)8時30分～18時30分
(2)8時30分～12時30分

TEL 026-246-5300
正社員 20130- 3652311 就業場所 長野県須坂市

月給 変形（1年単位）

TEL 026-214-2830
正社員 20130- 3682511 就業場所 長野県須坂市

日給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

TEL 026-245-1000
正社員以外 20130- 3678311 就業場所 長野県上高井郡高山村

経験は問いません。下記に該当する方、大歓
迎です♪
■図面が読める方　■検査・梱包業務の経験
がある方

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

171,000円～
247,000円

電子部品製造オペレー
ター（長野市若穂）

18歳
～64
歳

株式会社　徳永電
機

長野県長野市安茂里小市
４－３－１４

他

普通自動車運転免許　　必須

880円～1,108
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

雇用・労災・
健康・厚生171,808円～

182,560円

アルミ製品の検査・梱包
（契約社員）　※経験不問

不問

アスザック株式会
社

長野県上高井郡高山村大
字中山９８１

日祝他 普通自動車運転免許　　必須

8,000円～
9,000円

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

雇用・労災・
健康・厚生163,200円～

183,600円

大型トラックドライバー

18歳
～64
歳

株式会社　小泉運
輸松本

長野県須坂市大字米持５
５５番地３

日祝他 普通自動車運転免許　　必須（AT限定不可）

大型自動車免許

玉掛技能者

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

165,000円～
210,000円

又は1時00分～16時00分の
間の7時間以上

経験があれば優遇　玉掛けあれば尚可

医療事務員

59歳
以下

医療法人あおば会
佐藤医院

長野県須坂市馬場町１２２
４－２０

日祝他

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

165,000円～
185,000円

医療器具組立・製造
品質保証職（検査） 18歳

～40
歳

エスメディカル　株
式会社

長野県須坂市大字小河原
２０１４番地５

土日祝

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生170,000円～

185,000円

スーパー業務（長野エ
リア）ツルヤ各店

30歳
以下

株式会社　ツルヤ 長野県小諸市御幸町２－
１－２０

他 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

170,000円～
210,000円

又は7時30分～20時30分の
間の8時間程度

スーパー業務（北信エ
リア）ツルヤ各店

30歳
以下

株式会社　ツルヤ 長野県小諸市御幸町２－
１－２０

他 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

170,000円～
210,000円

又は7時30分～20時30分の
間の8時間程度

建築鉄骨の組立工（高
山村）

59歳
以下

株式会社　角藤 長野県長野市南屋島５１５ 土日祝他

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生165,000円～

350,000円
実務経験のある方優遇

建築鉄骨の溶接工（高
山村）

59歳
以下

株式会社　角藤 長野県長野市南屋島５１５ 土日祝他

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生165,000円～

350,000円
実務経験のある方優遇

保育士（小布施）

65歳
以下

一般社団法人　信州
子育てみらいネット

長野県長野市西三才２２８
０番１

日祝他

保育士

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生169,000円～

200,100円

雇用・労災・
健康・厚生171,808円～

182,560円
介護＜紹介予定派遣＞信州
介護人材誘致定着事業（須坂
市）

不問

マンパワーグループ
株式会社　甲信支店

長野県長野市岡田町２１５－
１　フージャース長野駅前ビル
１Ｆ

他

介護＜紹介予定派遣＞信州
介護人材誘致定着事業（小布
施町）

不問

マンパワーグループ
株式会社　甲信支店

長野県長野市岡田町２１５－
１　フージャース長野駅前ビル
１Ｆ

他 普通自動車運転免許　　あれば尚可

880円～1,108
円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

メカニック（長野支店）

64歳
以下

コマツカスタマーサポー
ト株式会社　中部カンパ
ニー本社

岐阜県各務原市各務西町
４丁目３０３－７

土日祝他 普通自動車運転免許　　必須（AT限定不可）

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生173,000円～

270,000円
自動車・建設機械・産業機械などの修理・整
備経験者
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 就職・転職をご希望の方は、お気軽にハローワークをご利用ください。

賃金形態
時給・日給額

賃金額

　　　令和３年１２月１５日（水）発行
　〔次回の予定　１２月２２日（水）〕

ハローワーク須坂

℡　026-248-8609

職種 年齢 求人者名 所在地・就業場所 就業時間
休日

加入保険
普通自動車免許の有無

必要な免許資格等

◎ 就業場所が『長野市若穂・須坂市・小布施町・高山村』のフルタイム求人情報を掲載しています。

◎ 詳しい内容を知りたい方、応募をされる方は最寄りのハローワークへお越しください。応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 労働時間によって記載されている各種保険の加入要件が変わってきます。職業相談や応募の際にご確認ください。

◎ 時給、日給、年俸制のフルタイムの求人の賃金は月換算で計算してあります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っており応募を締め切っている場合がありますので、その際はあしからずご了承ください。

◎必要な免許資格等は、記載されていても「あれば尚可」や「いずれかの免許・資格所持で可」の場合がありますので、求人票でご確認ください。

令和３年１２月６日～

令和３年１２月１０日分

月給
(1)8時00分～17時00分

TEL 026-245-0612
正社員 20130- 3692011 就業場所 長野県須坂市

時給
(1)10時00分～19時00分

TEL 026-295-8800
正社員以外 20010-19218611 就業場所 長野県須坂市

日給
(1)8時30分～17時15分

TEL 026-245-1650
正社員以外 20130- 3663111 就業場所 長野県須坂市

時給
(1)8時00分～17時30分

TEL 026-214-1990
正社員以外 20130- 3675511 就業場所 長野県須坂市

雇用・労災・
健康・厚生151,920円～

151,920円

製造スタッフ

64歳
以下

株式会社　ファミン
グライフ

長野県須坂市大字日滝３
０１５番地

日他

900円～900
円

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし

看護補助業務

不問

地方独立行政法人　長
野県立病院機構　長野
県立信州医療センター

長野県須坂市大字須坂１
３３２

土日祝他

7,600円～
7,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

雇用・労災・
健康・厚生154,280円～

154,280円

電子機器製造（トライ
アル雇用併用求人）

40歳
以下

スミサカ電機　株
式会社

長野県須坂市大字須坂１
１６

土日祝他

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生160,000円～

240,000円
（フルタイムパート）調理
補助（須坂市）（須坂荘）

64歳
以下

株式会社　ミール
ケア

長野県長野市大字穂保７
３１－１

他

900円～900
円

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生154,800円～

154,800円

《よくわかる求人説明会のご案内》 

■参加企業:①伸商機工 株式会社 ②社会福祉法人 廣望会 ③株式会社 ケアネット 長野サービスセンター 
日時:2021 年 12 月 22 日(水) 13:30~15:00 会場:ハローワーク須坂 2 階会議室 定員:15 名(求職活動中の方) 
募集締切:2021 年 12 月 21 日(火)(定員に達し次第受付終了) 

■参加企業:①信越理研 株式会社 ②株式会社 ショーシン ③社会福祉法人 えがお 
日時:2022 年 01 月 12 日(水) 13:30~15:00 会場:ハローワーク須坂 2 階会議室 定員:15 名(求職活動中の方) 
募集締切:2022 年 01 月 11 日(火)(定員に達し次第受付終了) 

《会社見学会のご案内》 
■伸商機工 株式会社         定員:3 名  日時: 12 月 23 日(木)10:00~10:30 場所:須坂市大字塩野字御林跡 1119-3 
■社会福祉法人 廣望会        定員:3 名  日時: 12 月 23 日(木)10:00~10:30 場所:長野市若穂保科字中道南 3654 
■株式会社 ケアネット        定員:5 名  日時: 01 月 06 日(木)13:30~14:30 場所:須坂市大字小山字蒔田 2518-1 
■信越理研 株式会社         定員:5 名  日時: 01 月 14 日(金)10:00~11:00 場所:長野市若穂川田 3800-10 
■株式会社 ショーシン        定員:5 名  日時: 01 月 17 日(月)11:00~12:00 場所:須坂市小河原 2156 
■社会福祉法人 えがお        定員:5 名  日時: 01 月 24 日(月)13:30~14:30 場所:上高井郡小布施町大字中松 701-1  

※詳細はリーフレットをご確認いただき、ご希望の方は来所または電話によりお申し込み下さい。 
★お問い合わせは、ハローワーク須坂 職業相談部門(電話:026-248-8609)まで。 
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賃金形態
時給・日給額

賃金額
時給

(1)13時00分～18時00分

TEL 026-242-1202
パート労働者 20130- 3671111 就業場所 長野県上高井郡高山村

時給 交替制あり
(1)9時00分～16時45分
(2)10時15分～17時00分
(3)13時00分～20時00分

TEL 026-247-4887
パート労働者 20130- 3653611 就業場所 長野県上高井郡小布施町

時給
(1)13時00分～18時00分

TEL 026-242-1202
パート労働者 20130- 3670911 就業場所 長野県上高井郡高山村

日給 交替制あり
(1)21時00分～7時00分

TEL 026-214-2061
パート労働者 20130- 3691411 就業場所 長野県須坂市

時給

TEL 0267-92-1123
パート労働者 20110- 5885811 就業場所 長野県須坂市

時給

TEL 026-262-1385
パート労働者 20010-18977011 就業場所 長野県須坂市

時給 変形（1年単位）
(1)8時15分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

TEL 026-245-0192
パート労働者 20130- 3674211 就業場所 長野県須坂市

時給
(1)9時00分～16時05分
(2)8時00分～14時55分

TEL 026-246-2458
パート労働者 20130- 3681211 就業場所 長野県須坂市

時給

TEL 026-262-1385
パート労働者 20010-18979611 就業場所 長野県須坂市

時給 変形（1年単位）

TEL 080-7775-9366
パート労働者 20130- 3665811 就業場所 長野県須坂市

時給 変形（1年単位）
(1)9時00分～17時00分
(2)10時00分～16時00分

TEL 026-245-1000
パート労働者 20130- 3676411 就業場所 長野県上高井郡高山村

その他 交替制あり

TEL 026-248-5586
パート労働者 23010-36309811 就業場所 長野県須坂市

時給
(1)9時15分～16時00分
(2)9時15分～17時00分
(3)9時15分～12時00分

TEL 026-226-0258
パート労働者 20010-18877811 就業場所 長野県上高井郡高山村

　　　令和３年１２月１５日（水）発行
　〔次回の予定　１２月２２日（水）〕

ハローワーク須坂

℡　026-248-8609

【必須】ＣＡＤの操作ができる方：（実務で３年
以上）
【歓迎】土木・建築業界で働いた経験がある方
　　　　土木工学科・建築科を卒業された方

職種 年齢 求人者名 所在地・就業場所 就業時間
休日

加入保険
普通自動車免許の有無

必要な免許資格等

又は9時30分～18時30分の
間の5時間程度

美容師業務経験者優遇

労災

1,000円～
1,400円

又は9時30分～18時30分の
間の5時間程度

スタイリスト経験者優遇

美容師アシスタント（須
坂市）

59歳
以下

隆盛コーポレー
ション

長野県長野市大字中御所字岡田
５３番地１１　ムゲングループ本社
ビル

他

59歳
以下

隆盛コーポレー
ション

長野県長野市大字中御所字岡田
５３番地１１　ムゲングループ本社
ビル

他 普通自動車運転免許　　必須

美容師

雇用期間の定めなし

保健師

看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

労災 准看護師

2,300円～
2,300円

保健師・看護師業務（ワク
チン接種）【急募】

不問

高山村役場 長野県上高井郡高山村高
井４９７２

土日祝他

介護職員（パート）

不問

長野広域連合　特別
養護老人ホーム　小
布施荘

長野県上高井郡小布施町
大字小布施８５７－５

他

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

1,240円～
1,240円

又は7時00分～16時00分の
間の4時間程度

ワクチン接種受付業務
【急募】

不問

高山村役場 長野県上高井郡高山村高
井４９７２

土日祝他

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

労災

1,200円～
1,200円

夜勤　グループホーム
の世話人・生活支援員

18歳
以上

特定非営利活動法人
信州能力開発ネット
ワーク

長野県須坂市大字小山２６２
８　ラフォーレ須坂１０２号

他

8,400円～
8,400円

看護師

介護福祉士

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生1,050円～

1,050円
障がい福祉の経験

【急募】一般事務

不問

共和紙器印刷　株
式会社

長野県須坂市松川工業団
地４０６２

日祝他

美容師スタイリスト（須
坂市）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

雇用・労災

950円～950
円

製造工

不問

エス・オー・シー株式
会社　長野工場

長野県須坂市大字米持６
４７－３

土日祝他

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

雇用・労災・
健康・厚生900円～920

円
又は9時00分～16時00分の

間の5時間以上

雇用・労災・
健康・厚生920円～920

円
又は8時00分～17時05分の

間の6時間以上

品質保証センターの検
査業務

不問

アスザックフーズ
株式会社

長野県須坂市米持町２９３
－４５

日祝他

普通自動車運転免許　　必須

美容師

雇用期間の定めなし 労災

900円～
1,100円

雇用・労災・
健康・厚生900円～

1,200円

葬祭ディレクター（家族葬
邸宅みつわ　須坂南店）

69歳
以下

株式会社　みつわ 長野県南佐久郡小海町大
字千代里３２２２

他

設計（コンクリート二次製
品の設計）　※パート

不問

アスザック株式会
社

長野県上高井郡高山村大
字中山９８１

日祝他 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし 労災

1,050円～
1,050円

又は7時00分～22時00分の
間の6時間程度

塾講師　【須坂校】

不問

ＣＫＣネットワーク
株式会社

愛知県名古屋市名東区一
社４丁目１６５番　４Ｆ

他

1,700円～
2,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

労災

900円～
1,466円

又は14時00分～21時50分の
間の1時間以上

検品・包装・荷積み（高
山村）

不問

マルコメフーズ　株式
会社

長野県長野市安茂里８８３ 土日祝他

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

雇用・労災

892円～892
円

◎ 就業場所が『長野市若穂・須坂市・小布施町・高山村』のパートタイム求人情報を掲載しています。

◎ 詳しい内容を知りたい方、応募をされる方は最寄りのハローワークへお越しください。応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 労働時間によって記載されている各種保険の加入要件が変わってきます。職業相談や応募の際にご確認ください。

◎ 月給・日給のパートタイムの求人の賃金は時給換算で計算してあります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っており応募を締め切っている場合がありますので、その際はあしからずご了承ください。

◎必要な免許資格等は、記載されていても「あれば尚可」や「いずれかの免許・資格所持で可」の場合がありますので、求人票でご確認ください。

令和３年１２月６日～

令和３年１２月１０日分
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 就職・転職をご希望の方は、お気軽にハローワークをご利用ください。

賃金形態
時給・日給額

賃金額

　　　令和３年１２月１５日（水）発行
　〔次回の予定　１２月２２日（水）〕

ハローワーク須坂

℡　026-248-8609

職種 年齢 求人者名 所在地・就業場所 就業時間
休日

加入保険
普通自動車免許の有無

必要な免許資格等

◎ 就業場所が『長野市若穂・須坂市・小布施町・高山村』のパートタイム求人情報を掲載しています。

◎ 詳しい内容を知りたい方、応募をされる方は最寄りのハローワークへお越しください。応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 労働時間によって記載されている各種保険の加入要件が変わってきます。職業相談や応募の際にご確認ください。

◎ 月給・日給のパートタイムの求人の賃金は時給換算で計算してあります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っており応募を締め切っている場合がありますので、その際はあしからずご了承ください。

◎必要な免許資格等は、記載されていても「あれば尚可」や「いずれかの免許・資格所持で可」の場合がありますので、求人票でご確認ください。

令和３年１２月６日～

令和３年１２月１０日分

時給 交替制あり
(1)8時30分～17時15分
(2)7時00分～15時45分

TEL 026-228-1069
パート労働者 20010-19194011 就業場所 長野県須坂市

時給
(1)8時30分～17時30分

TEL 026-228-1069
パート労働者 20010-19287711 就業場所 長野県須坂市

時給
(1)8時30分～13時45分

TEL 0120-026-360
パート労働者 20010-19252911 就業場所 長野県須坂市

時給
(1)14時00分～19時30分

TEL 0120-026-360
パート労働者 20010-19271211 就業場所 長野県上高井郡高山村

時給 交替制あり
(1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

TEL 026-228-1069
パート労働者 20010-19393211 就業場所 長野県上高井郡小布施町

時給
(1)8時00分～13時00分
(2)8時00分～22時00分

TEL 026-246-4111
パート労働者 20020-19188211 就業場所 長野県須坂市

時給
(1)15時30分～19時30分

TEL 090-9666-3240
パート労働者 20130- 3655111 就業場所 長野県須坂市

時給
(1)6時00分～8時30分
(2)6時00分～10時00分
(3)18時00分～21時30分

TEL 026-268-5220
パート労働者 20130- 3656711 就業場所 長野県須坂市

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

TEL 026-248-6868
パート労働者 20130- 3667511 就業場所 長野県須坂市

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

TEL 026-248-6868
パート労働者 20130- 3668411 就業場所 長野県須坂市

時給
(1)7時30分～16時30分

TEL 026-248-6868
パート労働者 20130- 3669011 就業場所 長野県須坂市

時給

TEL 090-2243-0326
パート労働者 20130- 3683411 就業場所 長野県上高井郡高山村

時給

TEL 0280-87-1322
パート労働者 08050- 6570011 就業場所 長野県須坂市

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

介護＜紹介予定派遣＞信州
介護人材誘致定着事業（須坂
市）

不問

マンパワーグループ
株式会社　甲信支店

長野県長野市岡田町２１５－１
フージャース長野駅前ビル１Ｆ

他 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

雇用・労災

880円～
1,108円

調理補助（須坂市）轟
病院

不問

日清医療食品株式会
社　中部支店

長野県長野市栗田源田窪１０００
－１　長栄長野東口ビル７階

他

雇用・労災

880円～
1,108円

介護＜紹介予定派遣＞信州
介護人材誘致定着事業（若穂
綿内）

不問

マンパワーグループ
株式会社　甲信支店

長野県長野市岡田町２１５－１
フージャース長野駅前ビル１Ｆ

日他 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

雇用・労災・
健康・厚生880円～

1,300円
調理補助（高山村）朝
日高井ホーム

不問

日清医療食品株式会
社　中部支店

長野県長野市栗田源田窪１０００
－１　長栄長野東口ビル７階

他

雇用期間の定めあり（４ヶ月以
上）

雇用・労災・
健康・厚生880円～

1,300円
介護＜紹介予定派遣＞信州
介護人材誘致定着事業（小布
施町）

不問

マンパワーグループ
株式会社　甲信支店

長野県長野市岡田町２１５－１
フージャース長野駅前ビル１Ｆ

他 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

雇用・労災

880円～
1,108円

レジ、品出し（須坂店）
＜パート社員＞

不問

株式会社　西源（食
品スーパー　ラ・
ムー）

長野県松本市小屋南２丁
目９番２５号

他

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

労災

880円～980
円

又は16時00分～22時00分の
間の3時間以上

採点スタッフ　＜急募
＞

不問

公文式　井上教室 長野県須坂市大字幸高８
－２

火水金土日
祝

雇用期間の定めなし 労災

880円～880
円

又は15時30分～20時00分の
間の2時間以上

【急募】グループホームの世
話人（ＣｏＣｏホーム蔵町）

不問

社会福祉法人　廣
望会

長野県長野市若穂保科字
中道南３６５４

水木他

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

雇用・労災・
健康・厚生880円～880

円
サンチ　パンの配送ド
ライバー

不問

ふれあい健康センター
湯っ蔵んど（日本レク
シー株式会社）

長野県須坂市大字仁礼７
番地

他 普通自動車運転免許　　必須（AT限定不可）

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生880円～930

円
湯っ蔵んどの送迎ドラ
イバー

不問

ふれあい健康センター
湯っ蔵んど（日本レク
シー株式会社）

長野県須坂市大字仁礼７
番地

他 普通自動車運転免許　　必須（AT限定不可）

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 雇用・労災・
健康・厚生880円～930

円
又は16時00分～21時00分の

間の4時間程度

【急募】パン製造スタッ
フ（牛乳パン）

不問

ふれあい健康センター
湯っ蔵んど（日本レク
シー株式会社）

長野県須坂市大字仁礼７
番地

他 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし 雇用・労災

880円～880
円

飲食店での調理経験あれば尚可

ブドウ栽培・苗木生産補助、
ビール・ジェラート等の製造補
助

不問

高山村農業醸造技
研　株式会社

長野県上高井郡高山村大
字高井４８５５番地５

日他 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし 労災

880円～
1,300円

又は8時00分～18時00分の
間の3時間以上

理容師・美容師（見習いを
含む）／須坂市（須坂店）

不問

株式会社　アクア
南

茨城県猿島郡境町長井戸
７９８－１

他

理容師

美容師

雇用期間の定めなし 労災

877円～
1,200円

又は8時00分～19時30分の
間の3時間以上
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 就職・転職をご希望の方は、お気軽にハローワークをご利用ください。

賃金形態
時給・日給額

賃金額

　　　令和３年１２月１５日（水）発行
　〔次回の予定　１２月２２日（水）〕

ハローワーク須坂

℡　026-248-8609

職種 年齢 求人者名 所在地・就業場所 就業時間
休日

加入保険
普通自動車免許の有無

必要な免許資格等

◎ 就業場所が『長野市若穂・須坂市・小布施町・高山村』のパートタイム求人情報を掲載しています。

◎ 詳しい内容を知りたい方、応募をされる方は最寄りのハローワークへお越しください。応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 労働時間によって記載されている各種保険の加入要件が変わってきます。職業相談や応募の際にご確認ください。

◎ 月給・日給のパートタイムの求人の賃金は時給換算で計算してあります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っており応募を締め切っている場合がありますので、その際はあしからずご了承ください。

◎必要な免許資格等は、記載されていても「あれば尚可」や「いずれかの免許・資格所持で可」の場合がありますので、求人票でご確認ください。

令和３年１２月６日～

令和３年１２月１０日分

時給

TEL 026-244-7717
パート労働者 15010-38362011 就業場所 長野県須坂市

時給
(1)9時00分～12時00分

TEL 026-282-2253
パート労働者 20130- 3659511 就業場所 長野県長野市

（障）ハンバーガーの製造
と販売（須坂ツルヤ店）

不問

クォリティフーズ　株
式会社　新潟支店

新潟県新潟市中央区東堀前通６
番町１０５８番地１　中央ビルディ
ング５階

他

雇用期間の定めあり（４ヶ月未
満）

雇用期間の定めなし 雇用・労災

877円～950
円

雇用・労災

877円～877
円

又は8時00分～20時00分の
間の4時間以上

NC自動盤の工程補助
（高齢者可）

69歳
以下

有限会社　エム
テック

長野県長野市若穂綿内６
２８７－１

土日祝他

《よくわかる求人説明会のご案内》 

■参加企業:①伸商機工 株式会社 ②社会福祉法人 廣望会 ③株式会社 ケアネット 長野サービスセンター 
日時:2021 年 12 月 22 日(水) 13:30~15:00 会場:ハローワーク須坂 2 階会議室 定員:15 名(求職活動中の方) 
募集締切:2021 年 12 月 21 日(火)(定員に達し次第受付終了) 

■参加企業:①信越理研 株式会社 ②株式会社 ショーシン ③社会福祉法人 えがお 
日時:2022 年 01 月 12 日(水) 13:30~15:00 会場:ハローワーク須坂 2 階会議室 定員:15 名(求職活動中の方) 
募集締切:2022 年 01 月 11 日(火)(定員に達し次第受付終了) 

《会社見学会のご案内》 
■伸商機工 株式会社         定員:3 名  日時: 12 月 23 日(木)10:00~10:30 場所:須坂市大字塩野字御林跡 1119-3 
■社会福祉法人 廣望会        定員:3 名  日時: 12 月 23 日(木)10:00~10:30 場所:長野市若穂保科字中道南 3654 
■株式会社 ケアネット        定員:5 名  日時: 01 月 06 日(木)13:30~14:30 場所:須坂市大字小山字蒔田 2518-1 
■信越理研 株式会社         定員:5 名  日時: 01 月 14 日(金)10:00~11:00 場所:長野市若穂川田 3800-10 
■株式会社 ショーシン        定員:5 名  日時: 01 月 17 日(月)11:00~12:00 場所:須坂市小河原 2156 
■社会福祉法人 えがお        定員:5 名  日時: 01 月 24 日(月)13:30~14:30 場所:上高井郡小布施町大字中松 701-1  

※詳細はリーフレットをご確認いただき、ご希望の方は来所または電話によりお申し込み下さい。 
★お問い合わせは、ハローワーク須坂 職業相談部門(電話:026-248-8609)まで。 
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