
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                          代表者名：西原弘樹 

従業員数：128人 

（男性 103 人、女性 25 人） 

創業：昭和 56 年 

住所：須坂市大字須坂

1595-1 

ＴＥＬ：026-215-2600 

給与：19 万～24万 

  

【事業内容】 
家庭用ソーラーシステム販売、太陽光発
電、床暖房、増改築の設計施工、家庭用
給湯器の販売。昭和電工㈱のグループ会
社であり、ＪＡ全農及び各ＪＡ指定会社。ソ
ーラーシステムは毎年全国一の実績。床暖
房や増改築事業も拡大している。 

【職種】 
建築施工管理、営業 
※どちらの職種も未経験
の方、女性の方も歓迎し
ます。 
※必要な資格は普通自
動車免許（ＡＴ限定可） 

太陽エネルギー 
利用による機器 
製造・販売・工事 

［製造業］ 

【職種】 
喫茶業務（パティシエ）、パン
製造・販売、そば職人などの
調理スタッフ 
※経験あれば尚良 
※調理師資格があれば尚良 

  日帰り温泉 

飲食店運営 

代表者名：熊原 勝 

従業員数：90 人 

創業：平成 2 年 

住所：須坂市大字仁礼７番地 

ＴＥＬ：026-248-6868 

給与：18 万～26万 

【事業内容】 
日帰り温泉と施設内の食堂（喫茶）、宴
会場、パン製造・販売の部門。 
日帰り温泉（管理運営）蔵のさと温泉
共同企業体日本レクシー株式会社が
運営。おもてなしとスタッフの発想・思い
を形にする会社です。 

［サービス業］  

【職種】 
看護師、検査技師、薬剤
師、訓練士 
※看護師の正職員は県内
で転勤の可能性あり。正社
員以外は転勤の可能性な
し。 

 
地域基幹総合病院 

代表者名：寺田 克 

従業員数：461人 

(看護職員 290人） 

創業：昭和 23 年 

住所：須坂市大字須坂

1332 

ＴＥＬ：026-245-0791  

給与：17 万～22万 

【事業内容】 
地域基幹病院（一般病床 310床、結核
病床 24床、感染症病床 4床）として、地
域医療ならびに専門医療の提供。 

［専門的・技術的職業］ 

                          

  

代表者名：馬場 巧 

従業員数：16 人 

創業：昭和 32年 

住所：須坂市大字塩川

652-1 

ＴＥＬ：026-245-0791  

給与：14 万～17万 

【事業内容】 
生花小売り販売。生花製作、フラワーアレ
ンジメントの製作。 
創業役68年の花店です。切り花はもちろん
雑貨、ガーデニング関連の販売や通常の花
店では提案できない商品も扱っています。
花のプロ集団目指し日々努力しています。 

【職種】花の店頭販売、製
作、納品、陳列等 
※主に本店,支店。切花の
製作、販売、ディスプレイ。
花鉢の販売。ガーデニング
関連の販売、提案。葬祭
花の製作、設置、納品。 

［小売業・サービス業］ 生花販売 

花束製作 

◇問合わせ先◇ 

〒382-8511長野県須坂市大字須坂 1528-1  

須坂市役所 総務部 政策推進課 信州須坂移住支援チーム 

ＴＥＬ：026-248-9017 ＦＡＸ：026-246-0750 

メール：iju@city.suzaka.nagano.jp   担当：加藤、豊田 

移住希望者の受け入れに 
協力してくれる企業なら 

ストレスフリーで 
スピーディーに 

移住を実現できます！ 

 

※記載の給与額は参考まで 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                          

  

代表者名：小林 晃 

従業員数：８人 

創業：昭和 59 年 

住所：須坂市大字日滝

3500-48 

ＴＥＬ：026-248-3664  

給与：16 万～22万 

【事業内容】 
印刷、インターネット関連事業。 
設立当初からコンピューターによる組版を手
がけ平成 6 年にはホームページ作成業務に
着手した。今後はクラウドサービスに力を入
れ、そのシステム販売も視野に入れている。 

【職種】 
WEB プログラマー 
※PHP、MySQL を使った
ホームページの作成。クラ
ウドシステムの構築と、その
サポート業務。 

WEB 制作など 

IT 関連事業 

                          代表者名：中村英二 

従業員数：55 人 

創業：昭和 54 年 

住所：長野市東和田

245-1 

ＴＥＬ：026-243-8510 

給与：17 万～23万 

  

【事業内容】 
葬祭業。地域に密着した葬儀サービスを提
供し、稲田・安茂里・須坂に葬儀会場を保
有している。顧客満足向上のため、社員教
育に力を入れている。厚生労働省認定の
技能審査に合格した葬祭ディレクター17 名
が在籍。資格のない人も活躍しています。 

【職種】 
葬儀担当者、セレモニース
タッフとそのサポート業務 
※必要な資格は普通自
動車免許（ＡＴ限定可）。 

葬儀プランニング 

法事等ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ 

 

  （ｱｽｻﾞｯｸ） 
ｾﾗﾐｯｸｽ製品、建設資材 
（ｱｽｻﾞｯｸﾌｰｽﾞ） 
乾燥食品の製造販売 

代表者名：久保正直 

従業員数：720人 

創業：昭和 21 年 

住所：上高井郡高山村大字

中山 981 

ＴＥＬ：026-245-0535 

給与：20 万～30万 

【事業内容】 
（アスザック） 
セラミックス製品、コンクリート建設資材、
景観製品、アルミ建材、機械制御・電
子部品の製造、販売。 
（アスザックフーズ） 
乾燥食品（カップラーメンの具材をはじめ
とするフリーズドライ）の製造・販売。 

【職種】 
開発、生産技術、製造、検
査、営業、運転手、ｼｽﾃﾑｽﾀ
ｯﾌ、工場技術、食品検査員 
※開発は設計・プログラミング
経験者、ｼｽﾃﾑｽﾀｯﾌハ SE
関連業務経験のある方。 

  

金型用素材等鋳物製造 

代表者名：中沢啓明 

従業員数：8 人 

創業：昭和 36 年 

住所：須坂市大字野辺

973-3 

ＴＥＬ：026-245-2052   

給与：15 万～30万 

【事業内容】 
オイル用、医療器部品、ターボ部品、金
型用素材等自動車用量産試作鋳物・
主にアルミ鋳物、建機、モーター部品。 
機械の導入により品質の安定した素材を
生産。3DCAD 及び 3D プリンタを導入。
少量多種で短納期で対応しています。 

【職種】 
造型中子取り 
※鋳造の経験が無くても製
造業に携わった方を優遇し
ます。 

                          
                          代表者名：町田 滋 

従業員数：165人 

創業：平成 12 年 

住所：須坂市大字仁礼 

7 番地 10 

ＴＥＬ：026-215-2662 

給与：17 万～32万 

  

【事業内容】 
老人介護複合施設。診療所を有し、特
別養護老人ホーム、介護老人保健施
設、ケアハウス、グループホーム、デイサービ
スセンター、訪問看護、温泉を利用しての
デイケア等を行う老人介護複合施設で
す。 

【職種】介護士、看護師・
准看護師、訓練員 
※介護職員初任者研修
（ヘルパー2 級）資格取得者
または介護業務経験者。 
※普通自動車免許（AT 限
定可） 

老人介護複合施設 
診療所 

代表者名：中沢 充 

従業員数：280人 

創業：平成 5 年 

住所：須坂市大字日滝字

寺窪 2887-1 

ＴＥＬ：026-246-4600 

給与：15 万～25万 

  

【事業内容】 
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、
デイサービスセンター、在宅介護支援センタ
ー、介護保険関係 8 事業、老人保健施
設、ヘルパー養成事業、保育園など 20 種
類の総合福祉施設。利用者の直接処遇
及びケースワーク等、保育園併設が特長。 

【職種】介護士、看護師 
調理員、保育士、訓練員 
※児童クラブ支援員は普
通自動車免許（AT 可）が
必要。保育士資格あれば
尚良。 
※介護業務の未経験者
は相談に応じます。 
 

老人介護・総合福祉施設 
保育園・診療所 

［サービス業］ ［サービス業］ 

［サービス業］ ［サービス業］ 

［製造業］ ［製造業］ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                          

  

代表者名：酒井志郎 

従業員数：16 人 

創業：明治 43 年 

住所：須坂市高梨町

2535 

ＴＥＬ：026- 245-0397  

給与：15 万～23万 

【事業内容】 
マツダ正規ディーラー。自動車販売、修
理、パーツ販売、リース及び保険代理店
など。鈴木家のカレー販売代理店。 
日本一『笑顔』と『ありがとう』の集まる会
社を目指します！ 

【職種】 
営業スタッフ、自動車整備士 
受付事務 
※普通自動車免許（AT 限
定可） 

自動車販売・修理 

保険代理業 

                          代表者名：御小柴俊也 

従業員数：164人 

創業：平成 22 年 

住所：須坂市上町 18-1 

ＴＥＬ：026-213-6886   

給与：17 万～28万 

  

【事業内容】 
住宅型有料老人ホーム、サービス付高齢
者向け住宅。 
「明るく、楽しく、涼やかに」を理念とし、要
介護状態にある高齢者で施設に入りたくて
も入れない方々に対して、安心して暮らして
いただける住居を提供します。 

【職種】 
介護員、看護師 
※必要な資格は介護職
員初任者研修または介護
福祉士 

介護士・看護師 

 

  

きのこ栽培、包装 

代表者名：荒井将尋 

従業員数：45 人 

創業：昭和 59 年 

住所：須坂市大字野辺 

1883 

ＴＥＬ：026-246-5888 

給与：16 万～23万 

【事業内容】 
きのこ栽培に関する業務、収穫、
包装。おいしく、安心して食べてい
ただける個性豊かなきのこの栽培、
新鮮なきのこを原料にした加工品
の製造に取り組んでいます。 

【職種】 
きのこ栽培施設員 
※きのこ栽培、加工品づくり等に興
味があり意欲のある方。未経験者
可。 
※中型自動車運転免許（平成 19
年 6 月以前の取得は普通免許） 

  

キャンデー菓子製造・包装 

代表者名：鐘ヶ江 穣 

従業員数：260人 

創業：昭和 20 年 

住所：須坂市高梨 288 

ＴＥＬ：026-246-1122   

給与：15 万～30万 

【事業内容】 
キャンデー・グミ・錠菓等の食料品製造。 
明治の関連会社で菓子を生産販売する
企業で、売上も好調です。 

【職種】 
菓子製造・包装、工務設備
エンジニア 
※キャンデー、グミの製造と包
装作業。 
※エンジニアは機械整備・調
整の経験者、知識ある方。 

                                                    代表者名：門脇一郎 

従業員数：40 人 

創業：昭和 47 年 

住所：須坂市大字日滝

2247-1 

ＴＥＬ：026-245- 8561 

給与：(パートタイム) 

900～950円 

  

【事業内容】 
冷凍食品製造、コロッケ、豆腐ハンバーグ、
シュウマイ等の製造。 
オリジナル商品の特許を取得するなど「お客
様が感動する商品」を開発しているため、
様々な業界から引き合いがあり、やりがいの
ある職場です。 

【職種】 
製造員 
※コロッケの前処理、成
型、包装など製造。終了 
後は清掃を中心とした業
務を行う。 

冷凍食品製造 

代表者名：神林憲嗣 

従業員数：240人 

創業：明治 8 年 

住所：須坂市大字須坂字

八幡裏 1588 

ＴＥＬ：026- 245-0121 

給与：20 万～ 

  

【事業内容】 
全自動洗濯機、食器洗い乾燥機、温水
洗浄便座等の機能部品や浄水器等の水
関連商品では、お客様から高い評価をいた
だいています。 また、これらの要素技術を
応用した車載用の関連部品などの新領域
にも積極的にチャレンジしています。 

【職種】 
営業職、技術職 
※営業職、技術職ともに 5
年以上の経験者を求めま
す。 
※機械、電気電子の専門
知識がある方を希望しま
す。 
 

家電製品などの
機能部品製造 

［製造業］ ［製造業］ 

［サービス業］ ［小売業・サービス業］ 

［製造業］ ［製造業］ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

 

                                                    

 

                                                    代表者名：金井辰巳 

従業員数：53 人 

創業：昭和 34 年 

住所：須坂市大字仁礼

3159 

ＴＥＬ：026-245-2453 

給与：16 万～30万 

  

【事業内容】 
旅館業。「現代人の心のオアシス」となるべ
く、お客様の貴重なお時間を大切にする心
のこもったおもてなしをしております。 

【職種】 
サービス係、調理師、フロ
ント係等 
※お客様への案内・接待 
※調理師は割烹や料亭
での調理経験者を希望。
調理師免許必須。 

旅館業 

住所：須坂市日滝 5414 

ＴＥＬ：026- 245-1460 

給与：16．6 万～ 

 

※平成 29年 9月のリニュー

アルオープンでオーガニックリ

ゾート株式会社が運営 

  

【事業内容】 
宿泊業。日帰り温泉としても運営。 
フロント業務や客室・配膳係をはじめお客
様への案内・接待を行っています。体育館
も併設しているため、季節によってはスポー
ツ合宿として利用いただいています。 

【職種】 
活動内容はフロント業務
や客室係を経験しながらイ
ベント・プランの企画などの
集客業務。また温泉宿で
の調理やメニューの考案、
創作料理などの研究。 

旅館業 

代表者名：野平芳一 

従業員数：26 人 

創業：昭和 52 年 

住所：須坂市大字野辺

1354-1 

ＴＥＬ：026-248-3645   

給与：19 万～50万 

  

【事業内容】 
都市計画、交通計画、測量、土木設計、
ソフトウェアの受託。都市計画コンサルティン
グとソフトウェアハウスの 2本の柱で運営。地
域に根差した若き頭脳集団。 

【職種】 
建設コンサルタント 
※技術士、RCCM、測量
士等の有資格者は優遇し
ます。 

都市計画 

土木設計 

  

代表者名：関 裕朗 

従業員数：17 人 

創業：明治 15 年 

住所：須坂市大字八町

字花田 1903-1 

ＴＥＬ：026- 245-1096 

給与：16 万～22万 

【事業内容】 
木工事、木製家具建具製造・取付・販
売。各現場（竹中工務店、北野建設等
の大手建設会社）より 100％受注製作
をしています。 

【職種】 
現場代理、製図、家具・建
具の製作 
※必要な資格は普通自動
車免許（AT 限定不可） 
※経験あれば尚良 

木製品製作・販売 

  

LPガス営業・販売 

代表者名：宮川 浩 

従業員数：41 人 

創業：昭和 29 年 

住所：須坂市臥竜 

6丁目 24-8 

ＴＥＬ：026-245-0731 

給与：16 万～25万 

【事業内容】 
LPガス卸・小売、オートガス、LP ガ
ス器具販売、石油販売、石油器
具販売、LP ガス配管工事冷暖房
設備工事、給排水及び下水道設
計工事。北信一帯の約 1 万世帯
にプロパンガスを供給しています。 

【職種】 
営業技術職 
※経験や資格は不問。 
※普通自動車運転免許（AT 限
定不可）は必要 
※液化石油ガス設備士取得のた
めの費用は会社で負担します。 

  
特殊自動車などの 

農業用機械製造・販売 

代表者名：山岸由子 

従業員数：137人 

創業：昭和 24 年 

住所：須坂市小河原

2156 

ＴＥＬ：026-245-1611   

給与：18 万～25万 

【事業内容】 
特殊自動車の製造販売 
（スピードスプレヤー、フレールモア、電
動棚下作業台車：EV 車） 
自社開発による特殊自動車の一貫
生産と販売・アフターサービスまで行っ
ています。 

【職種】 
組立工、機械設計、制御設計 
※設計は経験者を求めます。 
※必要な資格は普通自動車
免許 

［サービス業］ ［サービス業］ 

［サービス業］ ［製造業］ 

［製造業］ ［小売業・サービス業］ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

【職種】 
介護員、看護師、ケアマネ
ージャー 
※介護業務未経験者で
も働けます。介護福祉士
資格をお持ちの方は正社
員登用制度が有ります。 

【職種】 
ルート営業 
※お得意様企業へのルー
ト集荷及び納品。国家資
格の金属熱処理技能士
受験取得費用の補助が
有ります。 

 

                                                    

 

                                                    代表者名：牧 恵一郎 

従業員数：140人 

創業：昭和 18年 

住所：須坂市大字 

八重森 2-2 

ＴＥＬ：026-245-0637 

給与：19万～22万 

  

【事業内容】 
光学ガラス、半導体部品等の精密平面研
磨加工及び切断面取り外形加工、建築
用アート硝子製造、産業機械組立。 
手掛ける製品に、スマホ・有機 EL・光通信
機器・防犯カメラ・医療用レンズ・EV（電気
自動車）・複合機・各種センサー等がある。 

【職種】 
マシンオペレータ 
※光学ガラス・半導体部
品等の研磨加工、マシン
脱着作業やデータ入力を
行う。 

研磨加工 

建築アート硝子製造 

一般乗用旅客自

動車運送事業

（タクシー業） 

 

介護支援施設 
   

    

［製造業］ ［運送業・サービス業］ 

［製造業］ 

［     ］ ［     ］ 

代表者名：駒津健一 

従業員数：21人 

創業：昭和 45年 

住所：須坂市金井原

1507-1 

ＴＥＬ：026-245-5353

給与：19万～30万 
（歩合給込） 

【職種】 
タクシー乗務員 
※一昼夜交替及び日勤 
本社、駅前乗り場、信州
医療センターの 3 ヶ所で待
機し、無線指示によりお客
様のところに向かう。 

【事業内容】 
24 時間営業のタクシーとして公共輸送を行
っており、地元の方々から好評を得ていま
す。中高年、転職者、女性ドライバーも活
躍中。配車率は 80％で安定しています。2
種免許取得全額助成制度あり。制服は貸
与します。 

［サービス業］ 

代表者名：佐藤貴幸 

従業員数：170人 

創業：平成 12年 

住所：大字小山字蒔田

2518-1 

ＴＥＬ：026-251-2708 

給与：15万～25万 

【事業内容】 
介護保険事業の居宅介護支援事業（ケア
プラン作成）、訪問介護事業（ホームヘル
プ）、通所介護事業（デイサービス）、短期
入所生活介護事業（ショートステイ）、認知
症対応型共同生活介護事業（グループホ
ーム） 

金属熱処理加工 

代表者名：滝澤秀樹 

従業員数：25人 

創業：昭和 32年 

住所：大字小河原 

3954-21 

ＴＥＬ：026-248-5711 

給与：15万～24万 

【事業内容】 
自動車部品や産業機器部品の金属熱処
理加工。企業からの受注によりルート営業
担当者が集荷と納品を行う。品質に欠かせ
ない耐摩耗性や強靭性を飛躍的に向上さ
せるための工程を専門的に行う北信地方で
唯一の会社。 
 


