
 

 

諏訪地域 合同開催 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開催日】令和４年 10月１９日（水） 

【時 間】13：30～16：00 

【場 所】イルフプラザ３階 

                 カルチャーセンター 

 

 

 

 

 

 

主催／諏訪公共職業安定所・長野県諏訪地域振興局 

岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村 

共催／諏訪地域労務対策協議会 

 転職・移住者 

就 職 説 明 会 
 

 



※（株）：株式会社、(有)：有限会社、（一社）：一般社団法人
　（医）：医療法人、（福）：社会福祉法人、(営)：営業所
　（生協）：生活協同組合、（同）：合同会社

会 場 案 内

企業

求職者

※各ブースでの着席は

右の通りお願いします。

二重線側：企業

（ﾌﾞｰｽNo.1-33）
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ブース

№
事業所名

掲載
頁

業種 R5.3学卒 エリア

1 株式会社アイキューブ 1 教育、学習支援業 含む
2 愛の家グループホーム岡谷幸町（メディカル・ケア・サービス（株）） 1 医療、福祉 含む
3 アストのほけん（株式会社アスト・コンサルティング） 2 金融業・保険業 含まない
4 アルティメイトプロジェクト株式会社 2 情報通信業 含む
5 アルピコタクシー株式会社諏訪支社 3 運輸業、郵便業 含む
6 株式会社　飯森林業 3 農業、林業 含む
7 株式会社イズミ 4 製造業 含む
8 有限会社　今井建工 4 建設業 含む
9 入一通信工業株式会社 5 製造業 含む

10 エーピーエヌ株式会社 5 製造業 含む
11 株式会社ＮＳテクノロジーズ 6 製造業 含む
12 株式会社エムリンク 6 製造業 含む
13 大井運送株式会社 7 運輸業、郵便業 含む
14 株式会社太田屋 7 複合サービス事業 含む
15 株式会社　岡谷組 8 建設業 含む
16 株式会社　介護センター花岡 8 不動産業、物品賃貸業 含む
17 化興株式会社 9 卸売業・小売業 含む
18 有限会社　河西鉄工所 9 製造業 含む
19 春日井アルマイト工業有限会社 10 製造業 含む
20 金子工務店株式会社 10 建設業 含む
21 上條税務会計事務所 11 学術研究、専門・技術サービス業 含む
22 株式会社キッツメタルワークス 11 製造業 含む
23 株式会社熊野精機製作所 12 製造業 含む
24 一般社団法人くるみ 12 医療、福祉 含む
25 医療法人　研成会 13 医療、福祉 含む
26 株式会社コーケン 13 建設業 含む
27 コープデリグループ　株式会社トラストシップ 14 運輸業、郵便業 含む
28 有限会社　国美工業 14 建設業 含む
29 ゴコー電工株式会社 15 製造業 含む
30 サンゴバン株式会社 15 製造業 含む
31 株式会社サンセイコンピュータシステム 16 情報通信業 含む
32 有限会社サンテック 16 製造業 含む
33 社会福祉法人サン・ビジョン 17 複合サービス事業 含む
34 株式会社シュタール 17 製造業 含む
35 医療法人　真摯会 　諏訪城東病院 18 医療、福祉 含む
36 シントク株式会社 18 製造業 含む
37 新日本警備保障株式会社 19 サービス業（他に分類されないもの） 含む
38 伸和テクノス株式会社 19 製造業 含む
39 株式会社スギムラ精工 20 製造業 含む
40 株式会社諏訪三社電機 20 製造業 含む
41 社会福祉法人　聖母の会 21 医療、福祉 含む
42 株式会社セリオテック 21 製造業 含む
43 株式会社全日警サービス長野 22 サービス業（他に分類されないもの） 含む
44 株式会社全日警　長野支社諏訪営業所 22 サービス業（他に分類されないもの） 含む
45 大同生命保険　株式会社 23 金融業・保険業 含まない
46 株式会社ダイワ工業 23 製造業 含む
47 高島産業株式会社 24 製造業 含む
48 株式会社タクト 24 製造業 含む
49 株式会社　ちの技研 25 製造業 含む
50 社会福祉法人つるみね福祉会　児童養護施設つつじが丘学園 25 医療、福祉 含む
51 株式会社デジタル・スパイス 26 情報通信業 含む
52 東急リゾーツ&ステイ株式会社 26 複合サービス事業 含む
53 東洋技研株式会社 27 製造業 含む
54 株式会社nittoh 27 製造業 含む
55 日本精機工業株式会社 28 製造業 含む
56 日本ナレッジ株式会社　諏訪センター 28 情報通信業 含む
57 日本ミクロン株式会社 29 製造業 含む
58 野村ユニソン株式会社 29 製造業 含む
59 生活協同組合パルシステム山梨 30 卸売業・小売業 含む
60 株式会社平出精密 30 製造業 含む

Ａ

Ｂ

【エリアA・B】　出展企業一覧

※五十音順

※エリア、ブースの場所は前頁「会場案内」でご確認ください



ブース

№
事業所名

掲載
頁

業種 R5.3学卒 エリア

61 藤森土木建設株式会社 31 建設業 含む
62 プレマテック株式会社 31 製造業 含む
63 防衛省・自衛隊長野地方協力本部茅野地域事務所 32 公務（他に分類されるものを除く） 含む
64 株式会社ホムズ技研 32 製造業 含まない
65 株式会社マイダス 33 製造業 含む
66 松澤工業株式会社　岡谷支店 33 建設業 含む
67 マルゴ工業株式会社 34 製造業 含まない
68 マルヤス機械株式会社 34 製造業 含まない
69 株式会社　マンモウ食堂 35 宿泊業、飲食サービス業 含む
70 ミクナスファインエンジニアリング株式会社 35 製造業 含む
71 武蔵野通工株式会社 36 製造業 含む
72 株式会社メイユー 36 製造業 含む
73 株式会社メック 37 製造業 含む
74 株式会社やさしい手諏訪 37 医療、福祉 含む
75 山二発條株式会社 38 製造業 含む
76 山本産業株式会社 38 建設業 含む
77 株式会社ライト光機製作所 39 製造業 含む
78 株式会社リョウワ 39 製造業 含む
79 株式会社　和が家 40 医療、福祉 含む
80 株式会社和田正通信サービス 40 卸売業・小売業 含む

ブース

№
事業所名

掲載
頁

業種 R5.3学卒 エリア

81 株式会社アイン 41 製造業 含む
82 アクサ生命保険（株）諏訪営業所 41 金融業・保険業 含まない
83 有限会社アムス 42 製造業 含む
84 株式会社イトウパーツ工業 42 製造業 含む
85 株式会社イマージ 43 建設業 含む
86 エルシーブイ株式会社 43 情報通信業 含む
87 カゴメ株式会社　富士見工場 44 製造業 含まない
88 株式会社　カネトモ 44 建設業 含む
89 株式会社共進 45 製造業 含む
90 コーデンシDH株式会社 45 製造業 含む
91 スワテック建設株式会社 46 建設業 含む
92 太陽工業株式会社 46 製造業 含む
93 蓼科滝の湯合同会社 47 宿泊業、飲食サービス業 含む
94 東海西濃運輸株式会社 47 運輸業、郵便業 含まない
95 東洋精機工業株式会社 48 製造業 含む
96 株式会社長野サンコー 48 製造業 含む
97 長野精工株式会社 49 製造業 含む
98 株式会社ナショナルツール 49 製造業 含む
99 有限会社名取鶏卵 50 卸売業・小売業 含む
100 南新電気工業株式会社 50 建設業 含む
101 株式会社日研コンサル　諏訪営業所 51 学術研究、専門・技術サービス業 含む
102 株式会社ベアック 51 製造業 含む
103 株式会社明工精機 52 製造業 含む
104 養命酒製造株式会社くらすわ事業部 52 複合サービス事業 含む
105 株式会社ＬＡＤＶＩＫ 53 製造業 含む
106 株式会社ワイケイシー 53 卸売業・小売業 含まない

※R5.3学卒：含む＝一般・学卒対象、含まない＝一般のみ対象、限定＝新規学卒者のみ対象

※本資料に掲載の資料は、本説明会用に各企業で入力したものです。以下の点にご留意ください。
　○ハローワークの求人票の内容とは異なる部分がある可能性があります。

Ｂ

Ｃ

【エリアC】　出展企業一覧

※五十音順

※エリア、ブースの場所は前頁「会場案内」でご確認ください



No.1 業種区分： 教育、学習支援業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 茅野市ほか（長野県・山梨県内） 正社員 随時

No.2 業種区分： 医療、福祉 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 岡谷市 正社員／契約社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

無資格、未経験でも応募が可能です。
賃金は雇用形態、勤務時間等によります。
社会保険完備、年間休日数114日
※勤務日数や時間等、ご相談ください。

事業概要

定員１８名の認知症高齢者が居住している介護事業所（グループホーム）です。
スタッフは総数２０名で、交代制の勤務で入居者の介護、日常生活支援を行いま
す。

採用職種

【1】介護職

【2】

【3】

TEL：0266-21-1580 URL：https://mcs-ainoie.com/search/nagano/okayashi/gh144/

FAX：0266-21-1581 E-mail：gh-144@mcsg.co.jp

資本金：1億円 売上高：331億円 従業員数：6500

愛の家グループホーム岡谷幸町（メディカル・ケア・サービス株式会社）
採用担当

稲田 学

企業PR
学研ホールディンクスのグループ会社で、全国に３００カ所以上の介護事業所を
運営しております

〒・住所：394-0029　長野県岡谷市幸町6-24-1

【4】

【5】

【6】

特記事項

給与：19万7,000円～28万1,500円
福利厚生：各種社会保険完備、社員表彰制度、資格取得支援制度、社内英会
話研修、ハイパーリフレッシュ休暇、産前・産後・育児休暇制度等
就業時間：13:30～22:30
休日：年間105日

事業概要

学習塾運営（いずみ塾・ベルーフアカデミー・東進衛星予備校）、通信制高校サ
ポート校の運営（長野県内2校）、海外事業（ベトナム・ラオス・フィリピンでの学習
塾運営）、家庭学習教材の販売、塾運営システムや学習アプリの社内開発・販
売。

採用職種

【1】学習塾運営スタッフ

【2】

【3】

TEL：0266-75-1150 URL：https://i-cube-education.jp/icube2/

FAX：0266-82-5590 E-mail：jinji@i-cube-education.jp

資本金：2,000万円 売上高：18億9,700万円 従業員数：138名

株式会社アイキューブ
採用担当

関澤 将義

企業PR
地元教育サービス企業で最大規模の校舎を運営。
長野県の教育リーディングカンパニーです！

〒・住所：391-0002　長野県茅野市塚原1-3-21
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No.3 業種区分： 金融業・保険業 新卒採用： 含まない

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

3名 諏訪市 正社員 随時

3名 諏訪市（営業所開設時は松本市） 正社員 随時

3名 諏訪市（営業所開設時は伊那市） 正社員 随時

3名 諏訪市（営業所開設時は飯田市） 正社員 随時

2名 諏訪市 正社員 随時

No.4 業種区分： 情報通信業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪市 正社員 随時

若干名 諏訪市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

年間休日数：124日（会社カレンダーによる）
普通自動車運転免許必須
受注状況・担当職務等により、東京センターへ転勤の場合もあり

事業概要

(1)企業向け業務システムの受託開発
(2)在庫・棚卸管理、工程実績管理ソフトウェアU-MateBT等の
      自社パッケージソフトの開発と販売
(3)導入システムに最適なハードウェアの販売、ネットワーク構築

採用職種

【1】プログラマ

【2】システムエンジニア

【3】

TEL：0266-52-9458 URL：https://www.upc.co.jp/

FAX：0266-52-9601 E-mail：s_matsuzaki@upc.co.jp

資本金：2,800万円 売上高： 従業員数：40名

アルティメイトプロジェクト株式会社
採用担当

松崎 志保

企業PR
企業様のニーズに合わせたシステムの受託開発や、
業務合理化のためのIT推進計画をご提案しています

〒・住所：392-0021　長野県諏訪市上川2丁目2173-5

【4】営業

【5】事務

【6】

特記事項

賃金：200,000円～800,000円　時間外労働：あり（月平均10時間）
通勤手当：実費支給（上限あり）
就業時間： 10：00～19：00　休日：土・日・祭日　125日以上　
加入保険：雇用・労災・健康・厚生・所得補償・医療

事業概要

既契約者様への損害保険・生命保険の手続きと、ルートセールス的な営業が主
な業務です。
保険業務や営業業務に不安のある方でも安心して働けるようサポート体制があり
ます。可能な業務からスタートし、スキルアップができるのが当社の強みです。

採用職種

【1】営業

【2】営業

【3】営業

TEL：0120-57-2760 URL：https://astnohoken.com/

FAX：0266-57-2760 E-mail：ast@view.ocn.ne.jp

資本金：300万円 売上高： 従業員数：13名

アストのほけん（株式会社アスト・コンサルティング）
採用担当

松澤 毅

企業PR
充実した福利厚生制度のもと「人のお役に立てる仕事」で、
一緒に楽しく働きませんか？   保険を通して地域に貢献！！

〒・住所：392-0014　長野県諏訪市南町10-5
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No.5 業種区分： 運輸業、郵便業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

5名 岡谷市、茅野市ほか 正社員 随時

若干名 岡谷市、茅野市ほか 契約社員 随時

No.6 業種区分： 農業、林業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2名 岡谷市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

賃金：186,000~
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生
休日：自社カレンダーによる
資格等：伐木造材・車輛建設機械あればなお可

事業概要 造林保育　素材生産　森林整備

採用職種

【1】森林整備

【2】

【3】

TEL：0266-78-4150 URL：

FAX：0266-78-6009 E-mail：k.iimori.r.2007@rainbow.plala.or.jp

資本金： 売上高： 従業員数：11名

株式会社　飯森林業
採用担当

飯森 幸彦

企業PR CO2削減に貢献しています。

〒・住所：394-0044　長野県岡谷市湊5丁目13番15号

【4】

【5】

【6】

特記事項

歩合給（最低賃金補償します）・見習中は日当支給、交番表によるシフト勤務・月
７日公休
加入保険：雇用・労災・健康・厚生
資格：普通自動車第一種免許（取得後３年以上）
二種免許取得制度・生活支援金制度・退職金制度（いずれも社内規程による）

事業概要
乗用タクシー（配車、貸切、乗合）
福祉タクシー・乗合バス（受託事業）

採用職種

【1】タクシー乗務員

【2】タクシー乗務員

【3】

TEL：0266-71-1192 URL：http://www.alpico.co.jp/taxi/

FAX：0266-72-4459 E-mail：takeda.naoki@alpico.co.jp

資本金：1,500万円 売上高：31億7,600万円 従業員数：600名

アルピコタクシー株式会社諏訪支社
採用担当

武田 直樹

企業PR
アルピコグループのタクシー事業会社です。諏訪地域でも地元のお客様のお役
に立てるよう頑張って営業しております。

〒・住所：391-0002　長野県茅野市塚原2-2-11
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No.7 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪市 正社員 随時

1名 諏訪市 正社員 随時

No.8 業種区分： 建設業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

加入保険等：雇用・労災・健康・厚生年金
基本給：230,000円～280,000円(能力評価制度あり)
就業時間・休日：8：00～17：00、日曜・祝日(年末年始・夏季休暇あり)
未経験者大歓迎。詳細等応相談。

事業概要

地域に根ざして５２年。人と人との繋がりを大切にし、快適な住まいを提供できる
よう、設計から施工まで一貫して請け負っています。新築・リフォーム・外構など、
住宅に関するさまざまなご相談にお応えしています。
あなたの手で家づくりしてみませんか！

採用職種

【1】現場作業員(大工)

【2】設計

【3】

TEL：0266-22-1010 URL：http://www.imaikenkou.co.jp

FAX：0266-22-7060 E-mail：soumu@imaikenkou.co.jp

資本金： 売上高： 従業員数：2名

有限会社　今井建工
採用担当

今井 芳枝

企業PR
未経験の方も大歓迎。丁寧に研修・指導いたします。
自社で設計や現場での大工仕事等、とてもやりがいのある仕事です。

〒・住所：394-0004　長野県岡谷市神明町4-18-31

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険：　雇用・労災・健康・厚生・財形、退職金制度有り
年間休日：　115日

事業概要

私たちはダイカストという生産方法を通じてお客様の問題を解決し、理想実現の
お手伝いができる最良のパートナーを目指している会社です。さらなる高品質・
高効率生産の追求、積極的な技術提案によりグローバルに呼応できる企業へ成
長したいと考えています

採用職種

【1】ダイカスト機械オペレーター

【2】総務事務

【3】

TEL：0266-53-0271 URL：www.izumi-dc.com

FAX：0266-57-1020 E-mail：hanaoka@izumi-dc.com

資本金：9,500万円 売上高：17億円 従業員数：100名

株式会社イズミ
採用担当

花岡 智昭

企業PR
いもの　いいもの  いいものづくり
確かな技術と創造力でより高品質な製品づくりを目指します

〒・住所：392-0015　諏訪市中洲4600
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No.9 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

１名 下諏訪町 正社員 随時

１名 下諏訪町：マレーシアへ出向あり 正社員 随時

２名 下諏訪町 正社員 R5.4.1より

No.10 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 岡谷市 正社員 随時

2名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
賃金・福利厚生・加入保険・就業時間・休日や、必要な資格・経験などの詳細
は、ハローワークの求人票をご参照下さい。

事業概要
プリント配線板設計と機械設計を軸として、基板製造や部品実装、部品加工や組
み立てなど、開発から完成品までを一気通貫で対応しております。また、自社開
発製品の癒しの揺らぐLED照明「AIKA」の開発から販売までを行っております。

採用職種

【1】営業

【2】プリント配線板設計

【3】機械設計

TEL：0266-78-6544 URL：https://www.apn-jp.com/

FAX：0266-78-6750 E-mail：k.hidetomo@apn-jp.com

資本金：4,300万円 売上高：22,000万円 従業員数：10名

エーピーエヌ株式会社
採用担当

小松 英智

企業PR
平均年齢は35歳と若い方々が活躍している職場です。フレックスタイム制を導入
しております。また、残業はほとんどありません。

〒・住所：394-0003　長野県岡谷市加茂町１－６－６

【4】

【5】

【6】

特記事項

加入保険：雇用・労災・健康・厚生・企業年金基金(確定給付）・財形、退職金制
度
週休二日制、年末年始休暇・夏季休暇あり
（会社カレンダーによる土曜日・祝日の出勤日あり）
通勤手当実費支給、家族手当、別居手当、家賃補助加給金あり

事業概要
LED照明器具、通信ネットワーク装置、ネットワーク監視装置、情報端末機器、
各種電源ユニット、通信用フィルタ、各種トランス・コイル等の
設計・開発・製造販売を行っています。

採用職種

【1】技術職（中途採用）

【2】生産管理・購買管理要員

【3】技術職（Ｒ５年３月学卒者）

TEL：0266-27-2111 URL：http://www.iriichi.co.jp

FAX：0266-27-2112 E-mail：k-abe@iriichi.co.jp

資本金：１億円 売上高：５１億５，９００万円 従業員数：３１名

入一通信工業株式会社
採用担当

阿部 和恵

企業PR
９０年の歴史を持つ会社です。社会に貢献できるよう
時代の要求より先を見つめた通信ハードウェアの開発に力を注いでいます。

〒・住所：393-8555　長野県諏訪郡下諏訪町3140-1
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No.11 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 岡谷市 正社員 随時

No.12 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 長野県諏訪市 正社員 随時

若干名 長野県諏訪市 正社員 随時

若干名 長野県諏訪市 パート 随時

若干名 長野県諏訪市 パート 随時【4】配線

【5】

【6】

特記事項

週休２日。盆 正月 GW休業あり
加入保険　雇用・労災・健康・厚生
出来ればPCの基本操作ができる方
普通自動車免許必須

事業概要
装置の提案・設計・装置の組立・配線・設置・メンテナンス

採用職種

【1】組立

【2】配線

【3】組立

TEL：0266-78-7780 URL：http://mlk.co.jp/

FAX：0266-78-7566 E-mail：mlink-jimu@mlk.co.jp

資本金：９００万円 売上高：5200万円 従業員数：６名

株式会社エムリンク
採用担当

逸見 由美

企業PR
雰囲気の良い職場です。初心者でも丁寧に指導致します。
「社員の子育て応援宣言」に登録しております。

〒・住所：392-0015　長野県諏訪市大字中洲２２０－1

【4】

【5】

【6】

特記事項

VBおよびC++でのソフトウェア設計経験があれば尚可
月給200,000円～400,000円
各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生）
年間休日前年実績125日、フレックスタイム制あり

事業概要

当社は、セイコーエプソン社のICテストハンドラー事業を継承した総合商社・兼松
により2021年3月設立、同年4月より
事業を開始しました。事業内容は、ICテストハンドラーの開発・設計、製造、販売
を行っております。

採用職種

【1】ソフトウェア開発

【2】

【3】

TEL：0266-78-7460 URL：https://www.ns-technologies.co.jp/

FAX：03-4563-6651 E-mail：takimoto.sayano@ns-technologies.co.jp

資本金：1億円 売上高： 従業員数：37名

株式会社ＮＳテクノロジーズ
採用担当

瀧本 さやの

企業PR
1フロアに全部署があり、連携もとりやすく風通しがよいです。
完全土日祝休み、年間休日は前年実績125日です。

〒・住所：394-0032　長野県岡谷市若宮1-7-35
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No.13 業種区分： 運輸業、郵便業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2名 岡谷市 正社員 随時

No.14 業種区分： 複合サービス事業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 岡谷市 正社員 随時

若干名 岡谷市・諏訪市・下諏訪町 正社員 随時

若干名 諏訪市・下諏訪町 パート 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
賃金【職種1】190,000～248,000円 【職種2】190,000～210,000円 【職種3】時給
1,000円 就業時間【職種1】9:15～18:00【職種2】8:30～17:15【職種3】6時間程
度　年間休日105日・年次有給休暇

事業概要
諏訪地域のセレモニーホール５ヶ所を中心とした葬祭業（葬儀・法事）、長野県内
７店の仏壇店で仏壇・墓石の販売および新しい供養のかたちのご提案、さらに、
諏訪ふれあい広場（諏訪市中洲）で生活雑貨・ギフト販売を行っています

採用職種

【1】営業

【2】葬儀ディレクター

【3】マイクロバス運転手

TEL：0266-54-3555 URL：https://www.ohtaya.co.jp/

FAX：0266-54-3553 E-mail：Soumu-Saiyou@ohtaya.co.jp

資本金：4,000万円 売上高：17億円 従業員数：135名

株式会社太田屋
採用担当

武井 俊哉

企業PR
「葬送供養」の仕事を中心に、継承していきたい大切な日本の心を伝える「こころ
豊かな会社」を目指しています

〒・住所：392-0015　長野県諏訪市中洲５７２３－３

【4】

【5】

【6】

特記事項

必要な資格：転職者は普通免許（ＡＴ限定不可）必須。大型免許保持者優遇い
たします。新卒者は普通免許（ＡＴ限定不可）あれば尚良し。入社後、中型・大型
免許を取得（費用会社負担にて）していただきます。社会保険完備、健康診断、
交通費支給、退職金制度有

事業概要

工作機械や製造装置輸送の専門会社です。中型・大型トラックにフォークリフト
やクレーンを使用して機械を積み卸し、工場などお客様指定場所に設置や据付
を行います。入社後は玉掛け・フォークリフトや移動式クレーンの資格を取得して
いただきます。

採用職種

【1】トラックドライバー兼機械の移設

【2】

【3】

TEL：0266-27-5115 URL：https://www.5115.co.jp/

FAX：0266-28-8318 E-mail：hiro@5115.co.jp

資本金：4500万円 売上高：8億円 従業員数：47名

大井運送株式会社
採用担当

大井 浩

企業PR
創業６１年、長年培ってきた輸送技術と共にスペシャリストとしてお客様に満足し
ていただける仕事を目指し日々取り組んでおります

〒・住所：394-0085　長野県岡谷市長地小萩１－１４－２
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No.15 業種区分： 建設業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 岡谷市ほか 正社員 随時

若干名 岡谷市ほか 正社員 随時

若干名 岡谷市ほか 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 R5.4.1より

No.16 業種区分： 不動産業、物品賃貸業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 下諏訪町 正社員 随時

若干名 下諏訪町 正社員 随時

若干名 下諏訪町 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生、週休二日制
就業時間は、9：00～18：00ですが、朝礼と残務処理として8：30～18：30で毎日1
時間の固定残業が発生します。

事業概要

福祉用具のレンタル及び販売
住宅改修
居宅介護支援
在宅医療機器

採用職種

【1】営業

【2】営業事務

【3】事務

TEL：0266-26-1112 URL：http://www.kaigo-hanaoka.com/

FAX：0266-26-1113 E-mail：hanaokakaigo.saiyou@gmail.com

資本金：4,000万円 売上高：20億円 従業員数：190名

株式会社　介護センター花岡
採用担当

坂戸 保

企業PR
当社は福祉機器を取り扱っています。多種多様な福祉機器を通じて、利用者の
在宅生活を応援する業務です。

〒・住所：393-0034　長野県諏訪郡下諏訪町高浜6188番地1

【4】総務総合職

【5】

【6】

特記事項

・土木、建築系資格所有者歓迎　・ワード、エクセル、メール等での書類作成あり
・加入保険（社会・厚生・雇用・労災）・年間休日108日、週休2日（土・日）年末年
始・夏季等会社カレンダーによる
・有給休暇、育児・介護休暇等詳細は面談時に！

事業概要

トンネルや道路、橋梁、砂防堰堤等の土木公共工事。
庁舎や学校、集合住宅等の建築公共工事。工場や店舗、福祉施設等の建築民
間工事。
長野県はもちろん、近隣各県へ数多くの構造物を手掛けてきました。

採用職種

【1】土木現場施工管理職

【2】建築現場施工管理職

【3】営業職

TEL：0266-23-5671 URL：https://okayagumi.co.jp

FAX：0266-23-5657 E-mail：office@okayagumi.co.jp

資本金：1億円 売上高：117億円 従業員数：130名

株式会社　岡谷組
採用担当

笠原 俊司

企業PR
創業から102年。これからも「信州のまちを創るお手伝い 次の100年も！」を合言
葉に社員一丸で進んでいきます。

〒・住所：394-0029　長野県岡谷市幸町6-6

 8



No.17 業種区分： 卸売業・小売業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 下諏訪町 正社員 随時

若干名 下諏訪町 正社員 随時

No.18 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 随時【4】バンドソーマシンオペレーター

【5】

【6】

特記事項
月給18～30万円・賞与年2回・勤務時間8:15～17:00・2021年度休日115日（お
盆、年末年始休暇有）・保険（健康・雇用・労災・厚生年金）・福利厚生（退職金制
度、家族・通勤手当て（市外通勤のみ）マイカー通勤可、駐車場有）

事業概要

大型の筐体や架台など、複雑形状、大型の板金加工に対応します。職人の板金
加工技術による、圧倒的な短納期対応が強みです。今後は、公共事業のクラウド
ファンディングや新規事業開拓を目指します。技術継承だけでなく、未来を開拓
する挑戦を始めます。

採用職種

【1】溶接工

【2】CADオペレーター

【3】レーザーマシンオペレーター

TEL：0266-22-2546 URL：http://www.kasai-if.co.jp/

FAX：0266-22-2582 E-mail：kazu@kasai-if.co.jp

資本金：500万円 売上高： 従業員数：11名

有限会社　河西鉄工所
採用担当

河西 右登

企業PR 老舗の小さな町工場を、一緒に進化させましょう。

〒・住所：394-0021　長野県岡谷市郷田1-4-51

【4】

【5】

【6】

特記事項

加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形
休日：週休2日制、年末年始休暇、夏季休暇等(年間休日119日)
就業時間：8時30分～17時30分
その他詳細は面談時にご説明致します。

事業概要

「表面処理技術」あまり聞きなれない言葉かもしれませんが実は皆さんの身近な
所に使われています。自動車や航空機などの部品処理工程には必須です。縁
の下の力持ち技術とも言えるかもしれません。そんな技術に当社は多面的に関
わる商社兼メーカーです。

採用職種

【1】営業

【2】設計(機械)

【3】

TEL：0266-27-7381 URL：http://www.caco.co.jp/

FAX：0266-28-3528 E-mail：naohiro.miyashita@caco.co.jp

資本金：4,074万円 売上高：56億8800万円 従業員数：83名

化興株式会社
採用担当

宮下 直大

企業PR
創業70年余り、素材の表面を処理して新たな機能を付加する技術において、豊
富な経験と知識により多くの方に信頼されています。

〒・住所：393-0000　長野県諏訪郡下諏訪町社133-4
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No.19 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 岡谷市 正社員 随時

若干名 岡谷市 正社員 随時

若干名 岡谷市 正社員 随時

No.20 業種区分： 建設業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 岡谷市 正社員、パート 随時

1名 岡谷市 正社員、パート 随時

1名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員、パート 随時

1名 岡谷市 パート、正社員 随時

【4】現場代理人補佐

【5】インテリアコーディネーター

【6】

特記事項
休日…日曜日、祝日、第2・4土曜日、年次有給休暇
年間休日（101日）
加入保険…健保、厚生年金、雇用、労災、中退共加入

事業概要
岡谷市に本社・支店、諏訪市にショールームがあります。
主に新築住宅の建設、そして近年増加して来ましたリフォーム事業、不動産事業
では、宅地分譲をはじめ、土地・中古住宅の売買をしています。

採用職種

【1】事務

【2】設計

【3】建築施工管理

TEL：0266-28-3504 URL：https://www.kaneko-k.com

FAX：0266-28-9075 E-mail：info@kaneko-k.com

資本金：2,000万円 売上高：9億1300万円 従業員数：20名

金子工務店株式会社
採用担当

金子 泰士

企業PR
お客様の笑顔の為に、社員全員が一つの家造りに向かい合い、お客様と心を通
わせる事を常に心掛けている会社です。

〒・住所：394-0082　長野県岡谷市長地御所2-13-8

【4】

【5】

【6】

特記事項 雇用・労災・健康・厚生・年間休日113日

事業概要
当社は1960年の創業当初からアルマイト加工を続けており、お客様の依頼に答
える為に設備投資や技術の拡大に取り組んでまいりました。職人の高い技術と汎
用性のある設備で、幅広いラインナップのアルマイト処理を提供します。

採用職種

【1】表面処理

【2】技術

【3】管理

TEL：0266-23-2442 URL：https://www.kasugai-alumite.co.jp/

FAX：0266-24-0195 E-mail：info@kasugai-alumaite.co.jp

資本金：400万円 売上高： 従業員数：50名

春日井アルマイト工業有限会社
採用担当

宮坂 昌和

企業PR
豊富な処理技術・対応素材の広さでお客様のニーズに応えるアルマイトを提供し
ます

〒・住所：394-0025　長野県岡谷市大栄町2-2-6
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No.21 業種区分： 学術研究、専門・技術サービス業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

１名 岡谷市 正社員 随時

No.22 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

7名 茅野市 正社員または正社員以外 随時

6名 茅野市 正社員または正社員以外 随時

5名 茅野市 パート 随時

2名 茅野市 正社員または準社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

2名 茅野市 正社員または準社員 随時

【4】電気保全

【5】エンジニア(DX担当者)

【6】メカ設計

特記事項

昇給・賞与：あり、加入保険：健康・厚生・雇用・労災
年間休日：124日、福利厚生：社員食堂、ガソリンスタンド、保養所など
入社後、必要な資格取得をサポートします。
その他詳細はハローワーク掲載情報をぜひご覧下さい。

事業概要

1960年からバルブ製品や各種機械、建築資材などに用いられる伸銅品や部品
を製造・販売しています。その間に培った合金技術を活かし、近年では、耐脱亜
鉛腐食黄銅棒や鉛レス黄銅棒など、人と環境に優しい新素材の開発も積極的に
行っています。

採用職種

【1】製造機械オペレーター

【2】鋳造作業者

【3】検査業務

TEL：0266-79-3030 URL：https://kitzmetalworks.com/

FAX：0266-70-1800 E-mail：d-hane@kitz.co.jp

資本金：4億9000万円 売上高：274億円 従業員数：259名

株式会社キッツメタルワークス
採用担当

羽根 大

企業PR
私たちは八ヶ岳を頂く豊かな自然の中で、人と環境に優しい伸銅品事業を展開
しています。

〒・住所：391-8555　長野県茅野市宮川字小早川7377

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険等　　　　　：　雇用・労災・健康・厚生、休日は年間カレンダーによる。
必要な免許・資格　 ：　普通自動車運転免許(ＡＴ限定可)

事業概要
税理士補助業務　　　　：　・記帳代行・決算業務補助
社会保険労務士業務　：　・社会保険労務士業務補助・給与計算代行
行政書士業務　　　　　 ：　・各種申請書類作成業務

採用職種

【1】税理士補助業務

【2】

【3】

TEL：0266-28-8120 URL：https://kamijo-tao.tkcnf.com/

FAX：0266-28-8124 E-mail：ozawa@kamijo-kk.jp

資本金： 売上高： 従業員数：10名

上條税務会計事務所
採用担当

尾沢 博祐

企業PR
人と人との繋がりを大切にし、企業にとって最適な経営と税務申告を心掛け、企
業の良きパートナーになれる様努力しております。

〒・住所：394-0084　岡谷市長地片間町二丁目１番３５号
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No.23 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2 長野県諏訪郡下諏訪町社東町 正社員 随時

No.24 業種区分： 医療、福祉 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪市 正職員 随時

1名 諏訪市 パート 随時

1名 諏訪市 正職員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
基本給  160,000円・資格手当  5,000円~・その他手当
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険加入
週休２日、夏季休暇、年末年始、祝日あり

事業概要
障がいをもったお子さんが平日は放課後、休日と長期休暇は一日通所をして療
育支援を行う施設です。

採用職種

【1】保育士、児童指導員

【2】相談支援専門員

【3】サービス管理責任者

TEL：0266-75-5092 URL：http://kurumi-support.jp

FAX：0266-75-5093 E-mail：info@kurumi-support.jp

資本金： 売上高： 従業員数：4名

一般社団法人くるみ
採用担当

赤羽 孝仁

企業PR
働きやすい環境を目指すことを第一とし、全員が同じ力量が持てて行けるよう努
力して行きます。資格により手当が支給されます。

〒・住所：392-0022　長野県諏訪市高島3-1339-13

【4】

【5】

【6】

特記事項

賃金18～23万円、週休2日、土日祝日休業、有給消化100％、就業８～17時、残
業なし
経験不問

事業概要
ギアボックスの組立、部品の製造
具体的な作業は、歯車の歯切り、研磨、プレス機作業、組立作業など

採用職種

【1】機械加工

【2】

【3】

TEL：0266-27-5123 URL：https://kumanoseiki.co.jp/

FAX：0266-27-2960 E-mail：keiri@kumanoseiki.co.jp

資本金：1,000万円 売上高：1,000万円 従業員数：12名

（株）熊野精機製作所
採用担当

鈴木 愛蔵

企業PR
毎月固定の数量を出荷する為、時間の余裕があり、ワークライフバランスが取り
やすい環境です。

〒・住所：393-0081　下諏訪町社146-4
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No.25 業種区分： 医療、福祉 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

3名 岡谷市 正社員 随時

3名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 随時

2名 岡谷市 正社員 随時

2名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 パート 随時

No.26 業種区分： 建設業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

１名 岡谷市 正社員 随時

１名 岡谷市 正社員 随時

１名 岡谷市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

就業時間：８：００～１７：３０（９０分の休憩時間を含む）
休日：週休２日制（基本的には第２、第４土曜日が休日）　年間休日１０５日
必要な資格：普通自動車運転免許
＊未経験者の方も研修を受けながら技術を身につけられます。

事業概要
天井走行クレーン、エレベーター、小荷物専用昇降機、福祉機器、階段昇降機
等、各種昇降機のプランニングから施工、メンテナンスまで一貫したサービスを提
供しています。また、天井走行クレーンの製作も自社にて行っています。

採用職種

【1】クレーン製造

【2】昇降機の施工

【3】昇降機のメンテナンス

TEL：0266-22-7565 URL：https://www.kohken-e.co.jp/

FAX：0266-22-7566 E-mail：webmaster@kohken-e.co.jp

資本金：3,000万円 売上高：104,985万円 従業員数：50名

株式会社コーケン
採用担当

佐藤 将也

企業PR
昇降機を通じて、「人」「物」「心」そして「感動」を運ぶ企業です。多くの若手が活
躍中です。

〒・住所：394-0000　長野県岡谷市２３９８番地１

【4】介護職員

【5】調理員

【6】看護業務補助者

特記事項

加入保険等：雇用・労災・健康・厚生、勤務形態に応じます。財形貯蓄制度有り。
就業月から有給休暇取得可能。子供の看護休暇・介護休暇制度有り。
育児短時間制度利用可。高速・住宅手当制度有り（条件付）
マイカー通勤：3ｋｍ以上から可。

事業概要
諏訪湖畔病院・介護老人保健施設「白寿荘」・サービス付き高齢者住宅「さつき」
等で医療と介護を提供しています。
地域住民が望む生活をそれぞれの場所でサポートします。

採用職種

【1】病棟勤務看護師

【2】介護福祉士

【3】介護支援専門員

TEL：0266-27-5500 URL：http://www.kensei-kai.jp

FAX：0266-28-7012 E-mail：kazuya.gomi@suwakohan-hp.jp

資本金：1,620万円 売上高：353,680万円 従業員数：545名

医療法人　研成会
採用担当

平出 結

企業PR
病院・福祉施設での仕事について興味のある方一緒に働きませんか？あなたに
合った仕事を提案します！勤務時間も相談に応じます。

〒・住所：394-8515　長野県岡谷市長地小萩1-11-30
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No.27 業種区分： 運輸業、郵便業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

5名 諏訪市 正社員 随時

2名 諏訪市 正社員 R5.4.1より

No.28 業種区分： 建設業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪地域6市町村 正社員 随時

若干名 諏訪地域6市町村 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

賃金：月給20～40万 賞与年2回 (業績に応じて)交通費実費支給 加入保険：雇
用・労災・健康・厚生年金・退職金共済 休日：土曜(隔週)・日曜・GW・お盆・年
末年始他　資格：普通自動車免許(MT)・土木施工管理技士(施工管理希望の方)

事業概要
公共工事（県、諏訪6市町村）・民間工事・解体工事・インフラ整備等を主とし、土
木建築工事全般を請け負っています。現場は諏訪郡6市町村のエリアが中心と
なります。

採用職種

【1】土木作業員

【2】土木施工管理技士

【3】

TEL：0266-72-1602 URL：http://www.kokumi.co.jp

FAX：0266-72-8138 E-mail：ushiyama@kokumi.co.jp

資本金：1000万円 売上高：2億3000万 従業員数：11名

有限会社　国美工業
採用担当

赤羽 秀彦

企業PR
公共工事を数多く手掛ける安定企業です。本人の適正をみて仕事内容を決定
するので働きやすい職場です。未経験者も歓迎します

〒・住所：391-0013　長野県茅野市宮川8571

【4】

【5】

【6】

特記事項

賃金：26万円以上（昇格・賞与あり）　　休日：完全土日休み（年間休日109日）
就業時間：8：00～17：00（若干の残業あり）
必要資格：普通免許ＡＴ限定可（条件により準中型免許・支援制度あり）
その他：社会保険完備・互助会制度

事業概要

コープデリ生活協同組合連合会のグループ会社として、1都7県47事業所で生協
の配達を担っています。
食品や生活雑貨を中心とした商品を、毎曜日固定のお客様へお届けするルート
配送です。
配達を通してお客様から感謝を頂けるお仕事です。

採用職種

【1】コープデリ配達員

【2】コープデリ配達員

【3】

TEL：048-711-4719 URL：https://trust-ship.co.jp/

FAX：048-862-7672 E-mail：trustship_saiyo@coopdeli.coop

資本金：2000万円 売上高：85億8000万円 従業員数：1687名

コープデリグループ　株式会社トラストシップ
採用担当

本多 景子

企業PR
コープデリのグループ会社です。丁寧な教育・研修、安定した事業・福利厚生で
長く働き続ける環境を整えています。

〒・住所：392-0131　長野県諏訪市湖南城下3174
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No.29 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2名 富士見町 正社員 随時、R5.4.1より

1名 富士見町 パート 随時

1名 富士見町 正社員またはパート 随時

若干名 富士見町 正社員 随時、R5.4.1より

1名 富士見町 正社員 R5.4.1より

No.30 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 原村 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項 ハローワーク求人に記載

事業概要
ガラス製品の販売および高機能素材（セラミックス、プラスチック、研磨材製品）の
製造と販売

採用職種

【1】製造職

【2】

【3】

TEL：0266-79-6400 URL：https://www.saint-gobain.co.jp/jp/plastics

FAX：0266-70-1002 E-mail：motoki.ushiyama@saint-gobain.com

資本金： 売上高： 従業員数：275名

サンゴバン株式会社
採用担当

牛山 元貴

企業PR 高機能ポリマー製品の世界的なリーディングカンパニー

〒・住所：391-0106　長野県諏訪郡原村10801-5

【4】設計開発（技術職）

【5】現場事務（生産管理）

【6】

特記事項

賃金：正社員180,000円～、パート930円～、詳細はブースで説明いたします
加入保険：雇用、労災、健康、厚生、財形
就業時間：8：20～17：20（実働8時間）、パートの場合は、1日5時間以上週3日～
週5日
年間休日115日

事業概要

航空・宇宙/自動車/産業用機器/加工機/工具などの幅広い分野の特殊モータ
の設計開発・試作・製造をしています。
機械では再現できない複雑な作業や技術を屈指し、ものづくりを通じて社会貢献
しています。

採用職種

【1】製造・組立

【2】製造・組立

【3】パーツセッティング（生産管理）

TEL：0266-62-5283 URL：http://www.goko-denko.co.jp/

FAX：0266-62-4442 E-mail：goko@goko-denko.co.jp

資本金：2,715万円 売上高： 従業員数：65名

ゴコー電工株式会社
採用担当

樋口 絵美

企業PR
働きやすい職場づくりやSDGｓ活動に取り組んでいます。
初心者でも教育制度がありますので、異業種からの転職も可能です。

〒・住所：399-0214　長野県諏訪郡富士見町落合字南原山13414-1
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No.31 業種区分： 情報通信業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 諏訪郡下諏訪町 正社員 随時

1名 諏訪郡下諏訪町 正社員 随時

No.32 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2 岡谷市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

社会保険、厚生年金、雇用保険、退職金制度、労働災害保険
時間外手当、通勤手当、夜勤手当、役職手当、扶養手当
週2日（会社カレンダーに基づき、土曜・祝日の出勤日あり）
ゴールデンウイーク、お盆、年末年始、有給休暇、特別休暇

事業概要

ものづくりの現場には欠かせない金属材料。これらを用途に応じた材質・サイズ
に加工した 『金属カスタムプレート』を製造しています。 
業界トップシェアを誇るユニオンプレートグループの１社として安定した受注と製
造ラインを確保しています。 

採用職種

【1】機械オペレーター

【2】

【3】

TEL：0266-24-1080 URL：https://www.3-tec.co.jp

FAX：0266-24-1128 E-mail：santech.3tec@gmail.com

資本金：1000万円 売上高：3億円 従業員数：30名

有限会社サンテック
採用担当

大平 愛弥

企業PR
高精度・高品質な金属プレートを短納期で提供することで
日本のゆたかなものづくりを支えます

〒・住所：394-0045　長野県岡谷市川岸東3-18-38

【4】

【5】

【6】

特記事項

■基本給：別途応談　■諸手当：役付手当、家族手当、通勤手当、残業手当
■昇給：年1回（4月）　■賞与：年2回（7月、12月）
■年間休日数：118日（週休2日制）
■福利厚生：健康保険◆厚生年金保険◆雇用保険◆労災保険◆確定拠出年
金

事業概要

■パッケージソフトウェアの設計・開発・販売
自社ブランド：BusinessLink、AppSite
開発言語：C++、Java　対象OS：Windows、Linux

■受託ソフトウェアの設計・開発・販売
■システム機器販売

採用職種

【1】セールスエンジニア（営業職）

【2】システムエンジニア（開発職）

【3】

TEL：0266-27-3560 URL：https://www.sacs.co.jp/

FAX：0266-27-3560 E-mail：koizumi@sacs.co.jp

資本金：1000万円 売上高：1億9,979万円 従業員数：28名

株式会社サンセイコンピュータシステム
採用担当

小泉 和永

企業PR
良い製品を作る。社会の役に立つ。企業向け業務パッケージソフト＆クラウド
サービス

〒・住所：393-0047　長野県諏訪郡下諏訪町字上赤砂４３５０－２
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No.33 業種区分： 複合サービス事業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

30名 下諏訪町・岡谷市ほか 正職員 随時（新卒R5.4.1）

若干名 下諏訪町 正職員 R5.4.1より

若干名 下諏訪町・岡谷市ほか 正職員・パート 随時

No.34 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 諏訪市 正社員 随時

１名 諏訪市 正社員 随時

１名 諏訪市 正社員 随時

３人 諏訪市 正社員 随時

１名 諏訪市 正社員 随時

１名 諏訪市 正社員 随時

【4】製造部機械オペレーター

【5】物流　ルート配送と荷受出荷業務

【6】会計事務・総務

特記事項

■賃金16万円～25万円■就業時間：8：20～17：20■昇給年1回■賞与年3回■
家族手当、通勤手当、皆勤手当■年間休日112日（GW、盆休み他）年次有給休
暇、特別休暇■福利厚生：健康、厚生、雇用、労災、財形、退職金制度、継続雇
用制度あり

事業概要

私たちは、ものづくりに欠かせない金属材料を供給する会社です。特殊鋼材や
非鉄金属を中心に、当社の六面フライス加工や研磨加工の技術を駆使して地域
の皆様の幅広いニーズに納期厳守にて対応し、日本全国を対象に営業を展開
し、販売しています。

採用職種

【1】営業

【2】営業アシスタント

【3】生産管理

TEL：0266-57-7455 URL：https://www.stahl-ltd.co.jp

FAX：0266-57-7466 E-mail：applicant@stahl-ltd.co.jp

資本金：1200万円 売上高：17億円 従業員数：95名

株式会社シュタール
採用担当

林 綾子

企業PR
人材育成に取組み、創業期から積極的に女性が活躍できる環境を整備していま
す。随時、工場見学募集中！お気軽にご連絡ください。

〒・住所：392-0016　長野県諏訪市大字豊田123-5

【4】

【5】

【6】

特記事項
社会保険完備（健康・厚生年金・雇用・労災）、退職金制度、職員寮、奨学金制
度、資格取得支援制度、家族の利用料免除制度、優秀職員・優秀事業所表彰
制度、永年勤続表彰制度、福利厚生助成金、慶弔制度、心理カウンセラー配置

事業概要

施設名「グレイスフル」
高齢者福祉事業/学童保育事業/保育事業/地域活性化事業/賃貸事業
37施設154事業所（愛知県・岐阜県・長野県）
長野県内事業所所在地 下諏訪町・岡谷市・辰野町・箕輪町・塩尻市・木曽町・
上松町

採用職種

【1】介護職

【2】相談員（総合職）

【3】看護師

TEL：0263-51-6211 URL：https://sun-vision.or.jp/

FAX：0263-56-2088 E-mail：k-yamamoto@sun-vision.or.jp

資本金：0 売上高： 従業員数：2605名

社会福祉法人サン・ビジョン
採用担当

山本 厚一

企業PR
やさしいをシゴトに！私たちは福祉の力で、日本の未来「少子高齢社会をトータ
ルサポートします」

〒・住所：399-0737　長野県塩尻市大門八番町9-10
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No.35 業種区分： 医療、福祉 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

3名 諏訪市 正社員、パート 随時

3名 諏訪市 正社員、パート 随時

1名 諏訪市 正社員・パート 随時

1名 諏訪市 正社員、パート 随時

1名 諏訪市 正社員、パート 随時

No.36 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2名 茅野市 正社員 随時

2名 茅野市 正社員 随時

2名 諏訪市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

賃金：20万円～25万円　賞与：年2回　昇給：あり
就業時間：日勤　8：30～17：30、夜勤　21：30～6：30※組立作業員のみ夜勤なし
加入保険等：健康、厚生、雇用、労災　
休日：週休2日制　年末年始GWお盆他　年間115日

事業概要

当社は標高1200ｍの位置にあり製造装置の土台となる部品等を製作していま
す。
門型マシニングセンターで、鉄の材料を図面通りに加工しています。
様々な業種のお客様と取引し、景気に左右されず安定した仕事量と売上を確保
しています。

採用職種

【1】マシンオペレーター

【2】溶接作業員

【3】組立作業員

TEL：0266-70-1040 URL：https://shintoku.co.jp/

FAX：0266-79-4200 E-mail：tanaka@shintoku.co.jp

資本金：1500万円 売上高：15億円 従業員数：62名

シントク株式会社
採用担当

田中 拓郎

企業PR
機械加工から組立まで様々なセクション
別業種より転職者多数在籍！

〒・住所：391-0011　長野県茅野市玉川字原山11400-100

【4】栄養士

【5】調理者

【6】

特記事項

加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・iDeCo登録済
休日：111日、誕生日休み、柔軟な勤務体制
資格：看護師・栄養士・薬剤師は有資格者もしくは取得予定者
経験：経験者優遇、未経験者も手厚く指導します。

事業概要

当院は療養病床48床を有する慢性期病院で、
諏訪圏域の急性期病院からの患者さんを受け入れています。
在宅医療が困難な方、入院治療の継続が必要な方、
人生の最終段階を過ごしている方が入院しています。

採用職種

【1】介護職員・看護助手

【2】看護師、准看護師

【3】薬剤師

TEL：0266-52-3100 URL：

FAX：0266-52-3201 E-mail：sjt.hp@za3.so-net.ne.jp

資本金： 売上高： 従業員数：40名

医療法人　真摯会 　諏訪城東病院
採用担当

牛山 希

企業PR
私たちは選ばれる病院を志しています。
共に成長し、うれしい瞬間や達成感を分かち合いませんか。

〒・住所：392-0026　長野県諏訪市大手2-3-5
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No.37 業種区分： サービス業（他に分類されないもの） 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 岡谷市他 正社員 随時

5名 諏訪市他 正社員 随時

No.38 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

１名 下諏訪町 正社員 随時

１名 下諏訪町 正社員 随時

１名 下諏訪町 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

賃金：（１）165,000円～220.000円（２）185,000円～300,000円（３）165,000円～
250,000円
手当：技能・扶養・家族・通勤手当 加入保険等：健康・厚生・雇用・労災保険・財
形　就業時間：8:30~17:30

事業概要

当社は川崎市に本社が有ります伸和コントロールズ株式のグループ会社（社員５
９０名）です。先端産業で有ります
半導体製造装置及び液晶製造装置に搭載されます、精密板金の製造・販売をし
ています。特に気密溶接技術はお客様に高い評価を頂いています。

採用職種

【1】製造板金加工・組立業務

【2】製造板金加工　TIG溶接者

【3】生産管理梱包業務

TEL：0266-28-0105 URL：www.shinwa-technos.com

FAX：0266-28-0688 E-mail：shirotori-hitoshi@shinwa-cont.com

資本金：５，０００万円 売上高：５９，１０５万円 従業員数：４７名

伸和テクノス株式会社
採用担当

白鳥 均

企業PR
完全週休2日制で年間休日127日、休日が多く余暇を楽しめます。
平均年齢３５歳と若い社員も多く活気のある会社です。

〒・住所：393-0087　長野県諏訪郡下諏訪町4611番地90

【4】

【5】

【6】

特記事項

賃金（正社員の場合）：月収157,500円～
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形
同業他社と比較し、賞与、退職金制度、制服装備品無償貸与、福利厚生等、厚
遇しております。

事業概要
官公署、金融機関、事業場等に対する、主として火災盗難等の安全管理、並び
に各種工事、イべント等における災害事故防止活動を人と心を基本に高度なセ
キュリティを提供しています。

採用職種

【1】施設警備員

【2】交通誘導警備員

【3】

TEL：0266-75-1020 URL：http://www.shinnihonkeibi.com/

FAX：0266-75-1021 E-mail：suwa@shinnihonkeibi.com

資本金：1200万円 売上高： 従業員数：550人

新日本警備保障株式会社
採用担当

中山 正俊

企業PR
地元生れで創立４５年余、県内安全産業のトップグループに位置し、安全な街造
りを願って地域社会の安全に努力しております。

〒・住所：393-0056　長野県諏訪郡下諏訪町5326-3　グリーンサンホテルビル2F
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No.39 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2名 岡谷市川岸（つるみね工場） 正社員 随時

2名 岡谷市川岸（つるみね工場） 正社員 随時

2名 岡谷市川岸（つるみね工場） 正社員またはパート 随時

No.40 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

3名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

■基本給　転職者：210.000円～、新卒：209,000円（大卒）
■年間休日：121日（週休二日）
■保険：厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険、年金基金等
■福利厚生：安価な社員食堂、社宅制度、計画年休取得

事業概要

電源装置を主力に制御装置・充電器等お客様の要望に応えるカスタムで開発設
計し、モノづくりまでしています。
装置が稼働する心臓部である電源装置は産業用ロボットやサーバー、身近な所
ではコンビニのレジやＡＴＭ、医療機器にも搭載されています。

採用職種

【1】電気回路設計

【2】ファームウェア設計

【3】

TEL：0266-82-6600 URL：https://www.suwa.sansha.co.jp/

FAX：0266-73-3322 E-mail：info@suwa.sansha.co.jp

資本金：3億5,000万円 売上高：決まりにより非公開 従業員数：145名

株式会社諏訪三社電機
採用担当

小山 裕男

企業PR
株式会社イースタンを前身とし、40年以上の歴史と600機種の開発実績。
充実した福利厚生制度。転勤なし！

〒・住所：391-0213　長野県茅野市豊平5335

【4】

【5】

【6】

特記事項
賃金は年齢、経験等を考慮し決定いたします。加入保険等：雇用、労災、健康、
厚生。週休2日（土日休み）。年間休日115日。応募前の会社見学も可能（ハロー
ワークを通してご応募ください）つるみね工場には社員食堂があります。

事業概要
金属プレス加工による自動車部品の生産と金属プレス加工金型の設計、製作や
プレス加工製品の二次加工（洗浄、旋盤など）も自社でおこなっています。

採用職種

【1】プレス生産技術

【2】旋盤オペレーター

【3】製品検査

TEL：75-1387 URL：http://www.sugimuraseiko.co.jp

FAX：0266-28-0319 E-mail：chikako@sugimuraseiko.co.jp

資本金：10,000万円 売上高：160,000万円 従業員数：82名

株式会社スギムラ精工
採用担当

杉村 千加子

企業PR
金属プレス加工においてはトップレベルの塑性加工技術を持ち、革新を続けな
がらも安定した企業を目指しています。

〒・住所：394-0082　長野県岡谷市長地御所２丁目13番32号
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No.41 業種区分： 医療、福祉 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

5名 諏訪市 正社員、パート 随時

２名 諏訪市 正社員、パート 随時

２名 諏訪市 正社員 随時

１名 諏訪市 パート 随時

１名 諏訪市 パート 随時

No.42 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

3名 諏訪市 正社員 随時

若干名 諏訪市 正社員、パート 随時

若干名 諏訪市 正社員 随時

若干名 諏訪市 正社員 随時【4】生産管理

【5】

【6】

特記事項
就業時間8:20～17:00 年間休日数119日(内､5日はﾌﾚｯｸｽ休暇として自由に取
得可)計画有給制度有り 加入保険：健保・厚生・雇用・財形・週休2日 退職金制
度有り 未経験者の応募：可　詳細はHPまたは求人票にて 会社見学随時受付中

事業概要

NC旋盤による精密部品の切削加工による製造を行っております。ボタン電池程
の大きさのものや、シャープペンより微細なものまで、私たちのつくる製品は車、
パソコン、電化製品の中に使われています。見えないけれど大切な役割を果たし
ています。

採用職種

【1】製造技術

【2】品質保証

【3】営業

TEL：0266-58-3113 URL：http://www.ceriotec.co.jp

FAX：0266-58-5201 E-mail：soumu01@ceriotec.co.jp

資本金：3,000万円 売上高：40憶円 従業員数：74名

株式会社セリオテック
採用担当

岡 智久

企業PR
最新のNC旋盤の保有台数が250台超と国内でもトップクラス！時代のニーズに
お応えし続け、今年で創業71年目に突入しました

〒・住所：392-0015　長野県諏訪市中洲4771

【4】運転手（送迎）

【5】調理職員

【6】

特記事項

介護職員：無資格可／未経験でもご興味のある方、お気軽にお声がけ下さい。
看護職員：正看・准看どちらでも可／ブランクある方もお気軽にお声がけ下さい。
見学をご希望される方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

事業概要
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター２カ所、有料
老人ホーム、訪問介護事業所、福祉用具貸与事業所、居宅介護支援事業所、
保育所４カ所（長野県内２カ所、東京都２か所）を運営しております。

採用職種

【1】介護職員

【2】保育士

【3】看護職員

TEL：0266-57-2131 URL：https://www.seibonokai.com

FAX：0266-57-2134 E-mail：info@seibonokai.com

資本金： 売上高： 従業員数：199名

社会福祉法人　聖母の会
採用担当

斉木 啓子

企業PR
『隣人愛』の法人理念のもと、法人として事業所として、地域の中で最後の拠り所
になるように努めています。

〒・住所：392-0131　長野県諏訪市湖南４８９４番地１
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No.43 業種区分： サービス業（他に分類されないもの） 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

5名 茅野市ほか 正社員 随時

5名 茅野市ほか 準社員 随時

5名 茅野市ほか パート 随時

No.44 業種区分： サービス業（他に分類されないもの） 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

３名 茅野市・諏訪市・岡谷市他 正社員　・準社員 随時

３人 茅野市・岡谷市ほか 正社員・準社員・アルバイト 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形、
休日：年間１０５日 月８～９日のシフト休 様々なシフトによる変形労働制（一カ
月単位）

事業概要

1．世界で最高の人のぬくもりの伝わるセキュリティを提供する
2．誰もが安心できる末来社会を創造する
3．全社員が誇りを持ち、一丸となって理想の現実に挑戦する
安心できる社会を作る一員として一緒に仕事をしましょう。

採用職種

【1】警備員

【2】警備員

【3】

TEL：0266-73-1830 URL：https://www.zennikkei.co.jp/

FAX：0266-73-1832 E-mail：a-iwanam@zennikkei.co.jp

資本金：４億９４２８万円 売上高：３８,３０８百万円 従業員数：５,106人

株式会社全日警　長野支社諏訪営業所
採用担当

岩波 篤子

企業PR
警備業とは人々の安全・安心を守る仕事であると同時に人々が気持ちよく過ごせ
る空間を生み出すという大切な使命があります。

〒・住所：391-0013　茅野市宮川1384-3

【4】

【5】

【6】

特記事項

加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・企業年金、週休2日(会社シフトによる)、学
歴・経験不問、警備に関する資格保持者・高圧ガス資格保持者は優遇、未経験
でも安心な教育体制と資格取得支援制度も充実、賃金・昇給は能力・学歴・資格
等により決定

事業概要

全日警のグループ会社として発足し、長野県や山梨県・新潟県を中心としてお
客様の多様なニーズに対応すべく、工事現場の交通誘導警備をはじめ、施設警
備や各種駐車場警備、大型イベントの雑踏警備など様々な現場で人々の安全を
守っています。

採用職種

【1】警備職

【2】警備職

【3】警備職

TEL：0266-82-5767 URL：http://www.zennikkei-service-nagano.co.jp/

FAX：0266-82-1840 E-mail：su@zennikkei-service-nagano.co.jp

資本金：1000万円 売上高：13億円 従業員数：250名

株式会社全日警サービス長野
採用担当

岡本 憲一郎

企業PR
地域の安全・安心を提供し、社員が家庭にも安らぎを感じてもらえるように様々な
社会貢献活動や福利厚生などに力を注いでいます。

〒・住所：391-0013　長野県茅野市宮川1338-1
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No.45 業種区分： 金融業・保険業 新卒採用： 含まない

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

3名 諏訪市 正社員 随時

No.46 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

２名 岡谷市 正社員 随時（新卒者はR5.4.1）

【4】

【5】

【6】

特記事項

社会保険完備、制服・安全靴貸与、
長期休暇有り（夏期6日間、年末年始7日間）
長野県子育て応援宣言登録、退職金制度構築中（2023年度開始予定）
2023年卒2名募集（2022年新卒入社2名、2021年新卒入社1名）

事業概要

【プリント配線板の製造・販売・開発】
少しでも興味を持って頂きましたら、ぜひブースにお越しください。
当社の強み・社風・財務状況・社員インタビュー等の情報を赤裸々にお伝えしま
す！

採用職種

【1】製造

【2】

【3】

TEL：0266-22-5758 URL：http://www.daiwa-kg.co.jp/

FAX：0266-23-7324 E-mail：ishikawa@daiwa-kg.co.jp

資本金：9,500万円 売上高：11億円 従業員数：76名

株式会社ダイワ工業
採用担当

石川 彩子

企業PR
【売上高3年で148％増、社員数5年間で130％増】
特許開発成功！ダイワの技術を世界へ広める為、組織基盤強化中です！

〒・住所：394-0004　長野県岡谷市神明町4-1-25

【4】

【5】

【6】

特記事項

加入保険等：雇用・労災・健康・厚生、休日：週休2日制、土日祝日、年次有給休
暇２０日
賃金：１８～２５万円　平均給与：４１８，０００円（２０２１年度実績）
「プラチナくるみんマーク」認定の子育てママ支援企業です。

事業概要

生命保険業
〇法人会会員企業を訪問して、福利厚生制度の案内及びアフターフォローをし
ていただくお仕事です。
〇訪問先は個人宅ではなく、当社が提携している各種団体の会員企業で、面談
相手は代表者、総務担当者です。

採用職種

【1】営業

【2】

【3】

TEL：0266-58-7888 URL：https://www.daido-life.co.jp/

FAX：0266-58-7883 E-mail：satou.norio.671612@daido-life.co.jp

資本金：11000000万円 売上高：8,000億円 従業員数：6836名

大同生命保険　株式会社
採用担当

佐藤 紀男

企業PR
営業未経験でチャレンジされている方も多く、３０～４０代の女性が多く活躍して
いる職場です。

〒・住所：392-0013　長野県諏訪市沖田町３－１５－３Ｆ
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No.47 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

3名 諏訪市 正社員（パートは応相談） 随時

1名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

2名 諏訪市 正社員 随時

No.48 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1 茅野市 正社員 随時

4 茅野市 正社員 随時

1 茅野市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

昇給年1回（4月）
賞与年2回（8月、12月）※業績に応じ支給
各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
休日 年間117日

事業概要
エレクトロテスティング、FAシステム電気特性検査装置、エージング装置、電子計
測装置、各種検査機、紫外線照射装置の設計・製造
※1点モノ・オリジナルの機械をオーダーメイドで確実につくりあげます。

採用職種

【1】営業

【2】設計者（エレキ・ソフト）

【3】調達

TEL：0266-73-3277 URL：https://www.takt-nagano.co.jp/

FAX：0266-73-3163 E-mail：masahisa.tanaka@takt-nagano.co.jp

資本金：3000万円 売上高：7億円 従業員数：50

株式会社タクト
採用担当

田中 雅久

企業PR 「メカ・エレキ・ソフト」技術の開発・設計、管理までを一貫提供している企業です。

〒・住所：391-0001　長野県茅野市ちの丁田2762-8

【4】ＮＣ旋盤オペレーター

【5】

【6】

特記事項
機械（メカ・機構）設計職、ならびに電気回路設計職は経験者に限ります。
正社員の休日は年間122日（その内の1日は、自身の誕生日になります。）
原則、土日休みの週休2日制度ですが、年間3日程度の土曜・祝日出勤日有。

事業概要
精密微細加工技術を活かした金属・セラミックスなどの切削・研磨・研削加工、半
導体（ＩＣ）の薄型化・チップ化加工、デスクトップ型加工機械や専用設備の設計・
製作、医療機器の開発、精密部品の表面処理（バレル研磨、メッキ処理など）

採用職種

【1】検査職

【2】機械（メカ・機構）設計

【3】電気回路設計

TEL：0266-72-8833 URL：https://www.takashima.co.jp/

FAX：0266-82-3316 E-mail：saiyo@takashima.co.jp

資本金：2,400万円 売上高：36億7,800万円 従業員数：250名

高島産業株式会社
採用担当

内田 朋希

企業PR
もう少しで創業80年を迎える諏訪地域では老舗の製造業です。小さい・細い・薄
いといった精密加工が得意な会社です。

〒・住所：391-0012　長野県茅野市金沢5695-6
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No.49 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

若干名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 パート 随時

1名 茅野市 パート 随時

1名 茅野市 パート 随時

No.50 業種区分： 医療、福祉 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

１名 岡谷市 正社員 随時

１名 岡谷市 正社員 随時

１名 岡谷市 正社員 随時

１名 岡谷市 正社員 随時【4】調理師

【5】

【6】

特記事項

加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形
休日：年間108日・月間9日　シフト制　有給休暇：6か月経過後10日
住宅手当：上限2.7000円
賞与・昇給・交通費有り

事業概要
児童養護施設 つつじが丘学園・地域小規模児童養護施設 さつきの家・みつ
ばの家・児童家庭支援センター　つつじ
小規模認可保育所　郷原つつじ保育園

採用職種

【1】保育士

【2】児童指導員

【3】心理士

TEL：0266-22-2574 URL：http://www.tsutsuji.or.jp/

FAX：0266-22-8900 E-mail：tsutsuji@tsutsuji.or.jp

資本金： 売上高： 従業員数：50名

社会福祉法人つるみね福祉会　児童養護施設つつじが丘学園
採用担当

川瀬 勝敏

企業PR
家庭の事情等で養育できない子供たちを預かり、生活の面倒をみている。定員４
７名

〒・住所：394-0048　長野県岡谷市川岸上4-12-51

【4】基板フィルム作成＆チェック

【5】洗浄及び検査

【6】検査

特記事項

・賃金　正社員　16万～24万円/月、パート　916円/時　・年間休日　116日　
・就業時間 正社員 8時30分～17時15分 交替、変則勤務あり、パート 就業時
間応相談
・社会保険　就労時間、日数により該当する各種保険に加入

事業概要 プリント配線板の設計・製造・販売

採用職種

【1】製造スタッフ

【2】基板アートワーク設計

【3】検査

TEL：0266-72-5353 URL：http://www.chino-giken.co.jp

FAX：0266-72-0876 E-mail：utikawak@chino-giken.co.jp

資本金：9000万円 売上高：19億円 従業員数：120名

株式会社　ちの技研
採用担当

内川 邦雄

企業PR
プリント配線板専業メーカー。一貫生産ラインを有し、産業機械向け基板を主体
に、技術と高品質に拘っています。

〒・住所：391-0213　長野県茅野市豊平376-1
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No.51 業種区分： 情報通信業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 茅野市 正社員 随時

若干名 茅野市 正社員 随時

若干名 茅野市 正社員 随時

若干名 茅野市 正社員 随時

若干名 茅野市、他 正社員または契約社員 随時

No.52 業種区分： 複合サービス事業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 茅野市 正社員　　パート 随時

若干名 茅野市 正社員　パート 随時

若干名 茅野市 正社員　パート 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

福利厚生:社会保険完備・東急共済組合
休日休暇：年間休日112日（会社カレンダーによる) 年次有給休暇10日（初年度)
勤務時間:交代制実働8時間
諸手当：早出残業、休日出勤、通勤、深夜加給、中抜け、職務、家族等

事業概要
会員制リゾートホテル、ゴルフ場、スキー場、別荘事業、等複合リゾートまで多彩
な施設を運営し、多様なお客様に豊かな時間と体験を提供する仕事です。

採用職種

【1】宿泊業.飲食サービス

【2】管理業及び受付 （別荘管理）

【3】フロント.飲食サービス(ゴルフ）

TEL：0266-69-3103 URL：https：//www.tokyu-rs.co.jp　　https://www.tateshina-tokyu.com

FAX：0266-69-3100 E-mail：ta-saiyo@tokyu-rs.co.jp

資本金：100百万円 売上高： 従業員数：2547名

東急リゾーツ&ステイ株式会社
採用担当

保田 昌弘

企業PR
また訪れたいという想いを積み重ねていくこと
それが、TOKYU RESORTS＆STAYS のありたい姿です。

〒・住所：391-0301　長野県茅野市北山字鹿山4026-2

【4】装置組立エンジニア

【5】装置・製品組立要員

【6】

特記事項

基本給：165,000円～400,000円 加入保険：雇用、労災、健康、厚生、財形、確
定拠出年金制度
就業時間：9：00～18：00　年間休日：118日　完全週休2日制
時間外労働あり：月平均30時間以内　36協定における特別条項あり

事業概要
当社は液晶・半導体の生産設備のシステム制御、食品・航空宇宙・医療など、さ
まざまな分野の設計開発・製造を行っています！お客様からのニーズに応える
べく、弊社から提案した開発、設計技術を駆使しモノづくりまで行っています。

採用職種

【1】ソフトウェア設計開発エンジニア

【2】電気設計開発エンジニア

【3】機械設計開発エンジニア

TEL：0266-56-2266 URL：https://www.digital-spice.co.jp/

FAX：0266-56-2267 E-mail：s-miyazawa@digital-spice.co.jp

資本金：2750万円 売上高：12.9億円 従業員数：67名

株式会社デジタル・スパイス
採用担当

宮澤 重輝

企業PR
当社の仕事は、誰もが知っている商品や、世界につながるプロジェクト、人に役
立つ製品の設計開発を主に行っている会社です。

〒・住所：392-0012　長野県諏訪市四賀赤沼1821 松木ビル2F
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No.53 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 随時

3名 岡谷市 パート 随時

1名 岡谷市 パート 随時

No.54 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 諏訪市 正社員 随時

1名 諏訪市 正社員 随時

3名 諏訪市 正社員 随時

1名 諏訪市 正社員 随時

3名 諏訪市 正社員 R5.4.1より

【4】薄膜オペレーター

【5】技術職（新卒）

【6】

特記事項

就業時間：8時20分～17時15分（実働8時間）
年間休日：126日（完全週休2日制）
採用職種1は実務経験が必須となります。採用職種2～4は未経験者歓迎です。
採用職種5は新卒採用となります。

事業概要

・光学機器（各種レンズユニット）の開発および製造
・プラスチック射出成形
・金型設計および製造

採用職種

【1】光学設計

【2】情報システム

【3】レンズ研磨

TEL：0266-57-4801 URL：https://www.nittohkogaku.co.jp/

FAX：0266-57-5030 E-mail：recruit@nittohkogaku.co.jp

資本金：8,000万円 売上高：121億円 従業員数：410名

株式会社nittoh
採用担当

山内 章弘

企業PR
当社は光学機器メーカーです。設計から完成品にまで仕上げることができる一貫
生産体制が強みです。

〒・住所：392-0131　長野県諏訪市湖南4529

【4】組立・検査

【5】機械オペレーター

【6】

特記事項
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形、完全週休二日、就業時間8時30分
～17時30分、マイカー通勤可
※上記勤務時間によって対象外あり

事業概要

・電気機械器具製造業
・各種特許端子台製造販売　・各種自動制御機器製造販売
・各種電子制御機器製造販売
・省力化・自動化の専用機設計、製造
・太陽光発電設備の設置及び運営事業　・太陽光発電事業による売電事業

採用職種

【1】営業事務

【2】生産作業

【3】倉庫管理

TEL：0266-27-2012 URL：https://www.togi.co.jp/

FAX：0266-27-2008 E-mail：yamamoto588@togi.co.jp

資本金：1,000万円 売上高：58億5,733万円 従業員数：248名

東洋技研株式会社
採用担当

山本 珠世

企業PR
業界シェアNo.1オリジナル製造メーカー！
年間休日120日以上！働きやすさ◎！子育て世代のパートさん多数活躍中！

〒・住所：394-0081　長野県岡谷市長地権現町4-8-7
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No.55 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2名 諏訪市 正社員 随時

1名 諏訪市 正社員 随時

若干名 諏訪市 パート 随時

No.56 業種区分： 情報通信業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

5名 下諏訪町 正社員 随時

1-2名 諏訪市 正社員 随時

2名 下諏訪町 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

月給：200,000円～300,000円
就業時間：7.5時間　フレックス勤務
休日休暇：年間休日120日以上・夏季・年末年始・慶弔・特別・メモリアル
福利厚生：雇用・労災・厚生・健康・交通費支給・資格取得・在宅OK・服装自由

事業概要
ソフトウェアの品質保証・テスト事業
ソフトウェアの開発事業(パッケージ・受託開発）
自社セキュリティ製品の開発保守

採用職種

【1】システムエンジニア

【2】システム保守

【3】テストエンジニア

TEL：0266-28-9781 URL：https://www.know-net.co.jp/

FAX：0266-28-9719 E-mail：saiyo@know-net.co.jp

資本金：8,600万円 売上高：32.3億 従業員数：330名

日本ナレッジ株式会社　諏訪センター
採用担当

名取 嘉代

企業PR 日本ナレッジは徹底したユーザー志向の情報サービス企業です

〒・住所：393-0041　長野県諏訪郡下諏訪町4867-8

【4】

【5】

【6】

特記事項

賃金：機械オペレーター17万～26万、品質保証18.3万～26万、製品検査スタッ
フ930円/ｈ
終業時間：正社員8：25～17：05（実働7h45m）、パート9：00～15：00（実働
5h15m）
年間休日：116日

事業概要

1950年創業。CNC旋盤による超精密切削加工を行う会社です。海外３ヶ国を含
めてグローバルな経営を展開。
今後最も重要となる人材育成と技術向上には最大限の力を注ぎ、業界トップの
企業創りを目指しています。

採用職種

【1】機械オペレーター

【2】品質保証

【3】製品検査スタッフ

TEL：0266-53-3400 URL：http://nihonseiki.net/

FAX：0266-58-7651 E-mail：s-hoshina@nihonseiki.net

資本金：9,950万円 売上高： 従業員数：70名

日本精機工業株式会社
採用担当

保科 晋吾

企業PR
未経験者歓迎！これまでも新人を育ててきたベテラン社員が専門用語や機械の
名前などの初歩からお教えします。

〒・住所：392-0015　長野県諏訪市中洲4750
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No.57 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 岡谷市 正社員 随時

若干名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 Ｒ5.4.1より

若干名 岡谷市 パート 随時

No.58 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2名 茅野市 正社員 随時

3名 茅野市 正社員 随時

3名 茅野市 正社員 随時

2名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

【4】金型設計

【5】社内システム企画・社内ＳＥ

【6】生産管理・調達管理

特記事項

賃金：HP、求人票参照
勤務時間：8：30～17：20ほか
年間休日等：121日（会社カレンダーによる）
年次有給休暇入社時10日付与・時間単位取得可能
福利厚生：教育訓練、資格取得補助、社内温泉、確定拠出年金、確定給付年金

事業概要

創業事業である金型、ダイカスト、鍛造等に代表される伝統技術に、時代の要求
とともにFA関連装置、産業用ロボットを初めとする先端技術を融合させ、グロー
バルに活躍する産業関連総合メーカーとして、お客様のご期待にお応えしてお
ります。

採用職種

【1】機械設計、電気制御設計

【2】組立（産業用機械装置、産業用）

【3】機械加工（MC、NCなど）

TEL：0266-72-6151 URL：https://www.nomura-g.co.jp/

FAX：0266-73-6559 E-mail：hiroaki_ajisawa@nomura-g.co.jp

資本金：5,000万円 売上高：130億円 従業員数：380名

野村ユニソン株式会社
採用担当

味澤 広明

企業PR
「チームユニソン」を合言葉に、世の中に役立つ製品・サービスの提供や、社会・
地域への貢献活動に積極的に取組んでおります。

〒・住所：391-0001　長野県茅野市ちの650

【4】検査・軽作業

【5】

【6】

特記事項
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生
年間休日117日

事業概要
電子回路基板の開発、製造、販売
RFIDタグの開発、製造、販売

採用職種

【1】営業職

【2】製造職

【3】技術職

TEL：0266-23-8373 URL：https://www.nihon-micron.co.jp

FAX：0266-23-1223 E-mail：info@nihon-micron.co.jp

資本金：4800万円 売上高： 従業員数：62名

日本ミクロン株式会社
採用担当

武井 淳也

企業PR
独自の技術・設備・保有する特許を生かし、他社では容易に作製できない高度
で多様な特性を持ったプリント基板を製造しています。

〒・住所：394-0048　長野県岡谷市川岸上3-4-5
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No.59 業種区分： 卸売業・小売業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪市、他 正規職員 R5.4.1より

若干名 諏訪市、他 正規職員 R5.4.1より

No.60 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 岡谷市 正社員 随時

若干名 岡谷市 正社員、パート 随時

若干名 岡谷市、関東・中京地区 正社員 随時

若干名 岡谷市 正社員 随時

若干名 岡谷市 正社員 随時

若干名 岡谷市 正社員、パート 随時

【4】生産管理

【5】購買

【6】品質保証　検査員

特記事項
福利厚生：通勤手当（実費支給・上限なし），雇用保険，労災保険，健康保険，
厚生年金，財形
休日休暇：113日

事業概要

・精密板金加工
　液晶、半導体、医療機器等の最先端機器の要素部品の製造を行っています
・自社製品開発製造
　水で洗う環境にやさしい精密部品洗浄機等を開発製造しています

採用職種

【1】機械設計（洗浄機）

【2】製造　加工・溶接オペレーター

【3】法人営業

TEL：0266-22-8866 URL：https://www.hiraide.co.jp/

FAX：0266-23-8555 E-mail：saiyo@hiraide.co.jp

資本金：2400万円 売上高：17億7千万円 従業員数：134名

株式会社平出精密
採用担当

溝口 和史

企業PR
精密板金メーカーのリーディングカンパニー。社員とともに成長していく教育制度
の充実した企業です。国家資格保有者も多数います

〒・住所：394-0001　長野県岡谷市今井1680‐1

【4】

【5】

【6】

特記事項

■賃金：大卒183,700円/月給　■社会保険完備：健康、厚生、雇用、労災
■休日：週休２日制（土・日）、年間休日119日 ※※特別休暇（年間15日）、家族
休暇、他
■福利厚生：定期健康診断、永年勤続表彰制度、退職金制度、再雇用制度、他

事業概要

組合員（利用者）のくらしに役立つ生協を目指し、幅広いサービスで豊かさと快
適さに加えて、安全・安心を実現するための活動しています。
1.組合員へ商品をお届けする「商品供給事業」 2.「共済・保険事業」 3.原発に
頼らない「電力供給事業」

採用職種

【1】配送

【2】営業

【3】

TEL：055-243-6327 URL：https://www.palsystem-yamanashi.coop/

FAX：055-243-6359 E-mail：palyama_saiyou@pal.or.jp

資本金：24億7594万円 売上高：73億9110万円 従業員数：178名

生活協同組合パルシステム山梨
採用担当

山本 貴之

企業PR


わたしたちの「選ぶ」が社会を変える。
心豊かなくらしを実現し共生の社会を一緒に創りませんか

〒・住所：400-0051　山梨県甲府市古上条町225-1
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No.61 業種区分： 建設業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪市 正社員 R5.4.1より

No.62 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 茅野市 正社員 随時

若干名 茅野市 正社員 随時

若干名 茅野市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
各種社会保険
年間休日122日
その他　ハローワーク求人票をご覧ください

事業概要

量産工場で使われる自動化装置を設計から製造・販売まで一貫して手掛ける
「産業用生産設備メーカー」です。
ディスプレイ・車載関係や半導体関係・搬送関係などその分野は多岐にわたりま
す。国内をはじめ海外のお客様へ当社の技術が生かされています。

採用職種

【1】装置組立

【2】機械設計

【3】電気設計

TEL：0266-79-7363 URL：http://prematec.co.jp

FAX：0266-79-5600 E-mail：ykotomi@prematec.co.jp

資本金：5000万円 売上高：18億円（2021.9月期） 従業員数：90名（グループ300名）

プレマテック株式会社
採用担当

伊藤 健二

企業PR
八ヶ岳の麓、自然豊かな環境。年間休日122日、有給取得平均12日以上、ワーク
ライフバランスを考えた働きやすい職場です。

〒・住所：391-0011　長野県茅野市玉川字原山11400-327

【4】

【5】

【6】

特記事項

手当：通勤手当・資格手当・家族手当・実績に応じて期末手当　賞与：年2回
福利厚生：社会保険（雇用・労災・健康・厚生）各種資格取得費用補助
就業時間：8：00~17：00
休日：週休2日制（日・祝日）※土/会社カレンダーによる

事業概要

藤森土木建設株式会社は、主に公共・民間土木工事の施工管理を行っていま
す。
ダムや道路工事、災害予防のための工事など、地元諏訪で暮らす地域の皆様が
安心して暮らせるよう
「オールラウンドプレーヤー」のような存在として地域に貢献しています。

採用職種

【1】土木技術者（土木施工管理）

【2】

【3】

TEL：0266-52-1766 URL：http://www.fujimori-construction.co.jp/

FAX：0266-53-4846 E-mail：fujicon@mx.suwanet.net

資本金：6,300万円 売上高：17億円 従業員数：30名

藤森土木建設株式会社
採用担当

堀内 信吾

企業PR
社員の技術力が高く、優良工事表彰を32件受賞しています。
近年は3Dスキャン測量など、ICT施工にも力を入れています。

〒・住所：392-0021　長野県諏訪市上川2-2190-1
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No.63 業種区分： 公務（他に分類されるものを除く） 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期
陸・海・空　計約6000名 全国の基地・駐屯地等 任期制自衛官　特別職国家公務員 R5.4.1より

No.64 業種区分： 製造業 新卒採用： 含まない

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2名 茅野市 正社員 随時

１名 茅野市 正社員 随時

３名 茅野市 正社員 随時

１名 茅野市 正社員 随時

１名 茅野市 正社員 随時

【4】生産管理

【5】一般事務

【6】

特記事項
休日：年間休日１２０日（土・日・祝）+計画休業３日
保険：健康・厚生・労災・雇用
就業時間：8：30～17：30　休憩60分　実働８時間

事業概要

骨折時等に使用される医療機器、整形外科用インプラントを開発・製造・販売ま
で手掛けている医療機器メーカーです。
一人でも多くの患者さまのお役に立ちたいと日々品質向上に力を注いでいま
す。

採用職種

【1】NC自動旋盤オペレータ

【2】MCオペレータ

【3】製造スタッフ

TEL：0266-71-6777 URL：https://www.homs.co.jp

FAX：0266-76-3881 E-mail：h-nagata@homs.co.jp

資本金：9800万円 売上高：非公開 従業員数：132名

株式会社ホムズ技研
採用担当

長田 裕美

企業PR
自社製品の開発・製造を通し、医療業界への貢献の意義を感じられるやりがい
のあるお仕事です。夜勤は無く、完全週休２日制です。

〒・住所：391-0213　長野県茅野市豊平4734-352

【4】

【5】

【6】

特記事項

初任給（2士任官後）月額：179200円（高卒）198100円（大卒）
（候補生手当　月額：142100円　自衛官任用一時金：221000円）
特別退職手当（任期満了1任期：約58万円（陸上：2年）約95万円（海上・航空：3
年）

事業概要

陸上自衛官は1年9か月、海上・航空は2年9か月勤務する制度です。任期中は
職務を通じて関係する資格等の取得が出来ます。満了後は自衛官新卒として民
間企業へ就職するか任期継続するか、選択出来ます。正規自衛官として「曹」
「幹部」を目指す事も出来ます。

採用職種

【1】陸上・海上・航空　自衛官候補生

【2】

【3】

TEL：0266-82-6785 URL：https//www.mod.go.jp/pco/nagano/

FAX：0266-82-6785 E-mail：nagano.pco-chino@rct.gsdf.mod.go.jp

資本金： 売上高： 従業員数：82

防衛省・自衛隊長野地方協力本部茅野地域事務所
採用担当

伊藤 直樹

企業PR
国の平和と独立を守るという使命の下、国防、災害時の捜索・救助、医療の対
応、海外での国際平和活動などを行っています。

〒・住所：391-0002　長野県茅野市塚原1-3-20茅野商工会議所会館1階
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No.65 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 下諏訪町 正社員 随時

若干名 下諏訪町 正社員 随時

若干名 下諏訪町 正社員 随時

若干名 下諏訪町 正社員 随時

No.66 業種区分： 建設業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 岡谷市、諏訪市、下諏訪町ほか 正社員 随時

若干名 岡谷市、諏訪市、下諏訪町ほか 正社員 随時

1名 岡谷市、諏訪市、下諏訪町ほか 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

休日：土日祝日ですが一部出勤あり
年間休日115日（2022年）
資格：取得補助あり
社会保険加入、退職金制度
社内教育システム

事業概要

我々は建設業でも、建物の中全般を担当しています。
設計から施工、管理までを行う会社です。
公共施設、民間施設含め、病院、老人施設、学校、工場、博物館他
関わった建物の保守修理も。
長野県内の沢山の建物に関わっています。

採用職種

【1】施工管理者

【2】配管工（各種修理）

【3】設計積算

TEL：0266-27-7642 URL：https://www.matsuzawakogyo.co.jp/

FAX：0266-28-3967 E-mail：minamizawa@matsuzawakogyo.co.jp

資本金：4000万円 売上高：28億円 従業員数：60名（全社）

松澤工業株式会社　岡谷支店
採用担当

南澤 和也

企業PR 「全てのお客様に感動と喜びを」これを目指し社員みんなで頑張っています。

〒・住所：394-0085　長野県岡谷市長地小萩3-9-22

【4】プロジェクト管理

【5】

【6】

特記事項

賃金：社内規定（身分職分制度）にて決定します。経験者優遇
福利厚生：厚生年金、社会保険、退職金制度あり、労災加入、かんぽ生命（会社
負担、万一の場合、本人又は家族受取）
休日：基本週休2日制、年間休日112日＋有休消化日5日

事業概要

自動化・省力化設備の設計製造、メンテナンス
上記設備に関わるロボットソリューションの構想から設計製造、メンテナンス
粉体サーボプレスの開発及び設計製造、メンテナンス
製造工場のお客様のお困りごとを聞き取り、解決していきます。

採用職種

【1】機械設計

【2】電気設計

【3】PLC制御設計

TEL：0266-27-7573 URL：https://www.midas-world.co.jp/

FAX：0266-27-7806 E-mail：koike@midas-world.co.jp

資本金：1億円 売上高：2億円 従業員数：14名

株式会社マイダス
採用担当

小池 秀和

企業PR
総合設備商社である株式会社千代田組のグループ会社です。
エンジニアリング部門として、設計・製造を行っています。

〒・住所：393-0046　長野県諏訪郡下諏訪町東赤砂4704-3-1
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No.67 業種区分： 製造業 新卒採用： 含まない

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

１名 岡谷市 正社員 随時

１名 岡谷市 正社員 随時

１名 岡谷市 正社員 随時

１名 岡谷市 正社員 随時

１名 岡谷市 正社員 随時

１名 岡谷市 パート 随時

No.68 業種区分： 製造業 新卒採用： 含まない

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 岡谷市 正社員 随時

若干名 岡谷市 正社員 随時

若干名 岡谷市または箕輪町 正社員 随時

若干名 岡谷市または箕輪町 正社員 随時【4】電気配線作業

【5】

【6】

特記事項

就業時間：8:20～17:20(実働8時間) 休日：土日祝(完全週休2日) 年間休日125
日
昇給：年1回 賞与：年2回 交通費支給 各種社保完備（雇用/労災/健康/厚
生）
新社屋の食堂では、おいしいランチを食べられるのも魅力です。

事業概要

自社製品であるコンベヤ・搬送省力機械を
開発から設計、組立、販売まで一貫体制で行っています。
工業から食品・医療品・日用品など幅広い業界の生産・物流現場で
当社製品をお使いいただいており、安定基盤が魅力です。

採用職種

【1】機械設計

【2】電気制御設計

【3】組立て作業および据付工事

TEL：0266-23-5630 URL：http://www.maruyasukikai.co.jp/

FAX：0266-23-5630 E-mail：t-itayama@maruyasukikai.co.jp

資本金：1億円 売上高：112億1,700万円 従業員数：431名

マルヤス機械株式会社
採用担当

板山 力

企業PR
アイデアとテクノロジーで「はこぶ」の未来をひらく
2021年春に新社屋が完成し、快適な環境でお仕事をしていただけます。

〒・住所：394-8540　長野県岡谷市成田町2-11-6

【4】電気制御技術者（若手未経験者）

【5】自動機械組立・調整

【6】資材管理事務・現場作業補助

特記事項

賃金は、経験・技能など考慮のうえ会社規定により決定します。
加入保険：雇用・労災・健康・厚生。退職金共済加入。パートは条件異なります。
就業時間：午前８時～午後５時３０分、一年単位変形労働時間制。
年間休日１２２日（完全週休２日）

事業概要

お客様の工場で稼働する、ＦＡ・省力化機器装置の設計・製作。
テープ貼り装置等、自社製品の研究・開発。
各種治具・工具の設計・製作。
部品加工。

採用職種

【1】機械設計技術者（経験者）

【2】機械設計技術者（若手未経験者）

【3】電気制御技術者（経験者）

TEL：0266-28-1211 URL：https://www.mrg-inc.jp/

FAX：0266-28-1295 E-mail：s-sawada@mrg.co.jp

資本金：4800万円 売上高：10億円 従業員数：43名

マルゴ工業株式会社
採用担当

澤田 壯一

企業PR
ＦＡ技術５０年余の信頼と実績、高効率の自動化装置を創造・提供して豊かな社
会作りに貢献する、ものづくりのプロ集団です。

〒・住所：394-0081　長野県岡谷市長地権現町四丁目10番6号
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No.69 業種区分： 宿泊業、飲食サービス業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

１名 岡谷市 正社員 随時

No.70 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2名 岡谷市 正社員 随時

若干名 岡谷市 正社員 随時

2名 岡谷市 正社員 随時

2名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 随時

【4】部品調達

【5】生産管理

【6】

特記事項

加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・401k 週休2日 年間休日123日（一斉年
休2日含む）
給与：毎月19日締め、28日払い　日給月給

事業概要

デバイステスト分野において、スプリングテストプローブや半導体検査装置の製
造を、また、自社開発したパーツソーターに代表される微小・微細部品のハンドリ
ング装置によりお客様の問題解決に資する精密部品・機器装置を提供していま
す。

採用職種

【1】機械設計

【2】NCオペレーター

【3】顕微鏡検査員

TEL：0266-23-5611 URL：http://www.mixnus.jp/

FAX：0266-23-1437 E-mail：info_saiyo@mixnus.jp

資本金：3000万円 売上高：34億8500万 従業員数：88名

ミクナスファインエンジニアリング株式会社
採用担当

土屋 智章

企業PR
「健康づくりチャレンジ宣言」、「社員の子育て応援宣言」など社員が働きやすい
職場づくりを目指しています。

〒・住所：394-8520　長野県岡谷市田中町2-8-13

【4】

【5】

【6】

特記事項

賃金：180000円～
休日：週休２日制
加入保険：雇用・労災・健康・厚生
就業時間：9:00～20:00の間の８時間
必要な資格：調理師免許　あれば尚可
経験：接客業・調理経験者歓迎します。未経験者でもやる気があれば大歓迎！

事業概要

将来自分のお店を持ちたいという夢をお持ちの方！夢の実現の為、マンモウ万
博でスキルアップしてみませんか？未経験者の方も丁寧に研修指導致しますの
で安心してください。
やる気のある方、女性、若手大歓迎です。

採用職種

【1】店舗業務全般

【2】

【3】

TEL：070-2198-3939 URL：

FAX：0266-28-8398 E-mail：m.horikawa@nishiki-seiki.co.jp

資本金：４００万 売上高： 従業員数：8名

株式会社　マンモウ食堂
採用担当

堀川 真弓

企業PR
マンモウ万博では、お子様からお年寄りまで万人が笑顔になる、お店を目指して
います。

〒・住所：394-0032　長野県岡谷市若宮2-1-12

 35



No.71 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2名 諏訪郡富士見町 正社員 随時

2名 諏訪郡富士見町 正社員 随時

2名 諏訪郡富士見町 正社員 随時

若干名 諏訪郡富士見町 パート（歩合制も可。応相談） 随時

No.72 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

２名 茅野市 正社員 随時

２名 茅野市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

加入保険：雇用・労災・健康・厚生
休日：【年間113日】週休２日制（会社カレンダーによる）年末年始、夏季、GW休
暇あり
有休取得率79％（2021年度）
女性・男性の育児休暇取得実績あり

事業概要
各産業向けの切削加工部品の製造、装置の組立を行っております。量産品では
なく一品一葉で【日々違う製品】を製作しておりますので、高い技術が求められま
す。また、先輩の丁寧な指導で若手社員もどんどん成長しております。

採用職種

【1】機械加工技術者

【2】品質保証（検査）

【3】

TEL：0266-79-5603 URL：https://meiyuu-kk.co.jp/

FAX：0266-79-5726 E-mail：meiyu_roumu@meiyuu-kk.co.jp

資本金：2500万円 売上高： 従業員数：45名

株式会社メイユー
採用担当

濵口 由季

企業PR
八ヶ岳を一望できる場所で各産業への切削加工部品の提供を行う会社です。プ
ライベートも大切にした働き方ができる環境です。

〒・住所：391-0012　長野県茅野市金沢2850-1

【4】設計・設計補助

【5】

【6】

特記事項

〇未経験者向けのエレクトロニクスに関する社内教育を実施しています。〇基本
的に座り作業になります。作業風景はＹｏｕＴｕｂｅの武蔵野通工紹介動画でもご
覧いただけます。〇時間有休３０分単位で適用可。お子様の急な発熱による早
退等も、フォローできます

事業概要
「トランス（変圧器）」という、あらゆる機械の電源部分に必ず搭載される電気機器
を製造しています。富士見町の本社工場と中国工場で、試作設計開発から量産
製造まで行っており、国内外の幅広いお客様からご好評いただいております。

採用職種

【1】設計

【2】製造

【3】総務経理

TEL：026-664-2241 URL：http://www.n-musashino.co.jp/recruit/

FAX：026-665-3021 E-mail：r.noguchi@n-musashino.co.jp

資本金：7680万円 売上高： 従業員数：20名（中国工場140名）

武蔵野通工株式会社
採用担当

野口 綾太

企業PR
■「社員の子育て応援宣言」長野県登録企業■設計・製造・総務経理募集■リ
モートワーク（作図・表計算）も募集（要相談）

〒・住所：399-0102　長野県諏訪郡富士見町落合3651-3
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No.73 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 富士見町 正社員 R5.4.1より

若干名 富士見町 正社員 R5.4.1より

若干名 富士見町 正社員 R5.4.1より

若干名 富士見町 正社員 随時

No.74 業種区分： 医療、福祉 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 岡谷市 正社員・パート 随時

1名 岡谷市 正社員 随時

若干名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 随時【4】デイ担当看護師（准看護師応相談）

【5】

【6】

特記事項
【資格】介護職：初任者研修もしくは介護福祉士【休日】110日、シフト制【保険】雇
用、労災、健康、厚生【福利厚生】インフル予防接種全額補助、TDRチケット補助
（コーポレートプログラム）、未満児保育利用手当、病児保育利用手当　等

事業概要
2014年3月株式会社やさしい手諏訪を設立。その後、サービス付き高齢者向け
住宅、訪問介護事業所、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所を開所。
2022年1月には諏訪地域で初となる、看護小規模多機能型居宅介護を開所。

採用職種

【1】介護職

【2】訪問介護サービス提供責任者

【3】訪問看護師（正看護師）

TEL：0266-55-1968 URL：https://yasashiite-suwa.com/

FAX：0266-55-1969 E-mail：momose.mika@yasashiite-suwa.com

資本金：600万円 売上高：1億7912万 従業員数：56名

株式会社やさしい手諏訪
採用担当

花岡 邦浩

企業PR
ご利用者様とスタッフの幸せの為に、進化する組織を目指します。
自信をもって訪問できるよう、先輩職員がサポートします。

〒・住所：394-0032　長野県岡谷市若宮1-5-27

【4】機械オペレーター

【5】

【6】

特記事項
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形、週休2日
必要な資格・経験：普通自動車免許

事業概要

自動車部品、情報機器、産業用機器のアルミダイカスト製品の製造、金型・治具
の設計・製作
金型・治具の設計、製作からダイカスト成形、MC・NC加工まで一貫生産で製品
を製造しているダイカストメーカーです。

採用職種

【1】機械オペレーター

【2】品質検査

【3】金型設計・製作

TEL：0266-62-4855 URL：http://www.kkmec.co.jp/

FAX：0266-62-7374 E-mail：rie.higuchi@kkmec.co.jp

資本金：9970万円 売上高：18億円 従業員数：102名

株式会社メック
採用担当

樋口 理恵

企業PR
自動車、カメラ、工作機械等の部品を製造する会社です。ものづくりを経験しな
がら知識を身につけて技術を磨いていきます。

〒・住所：399-0211　長野県諏訪郡富士見町富士見２４８－３４
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No.75 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 岡谷市 正社員 随時

2名 岡谷市 正社員 随時

2名 岡谷市 準社員 随時

No.76 業種区分： 建設業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

3名 諏訪市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
休日：日・祝他週休二日　土曜日月2～3日出勤あり　年末年始・お盆　　
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生、退職金加入、週休二日

事業概要

道路標識・道路標示・区画線・ｶﾗｰ舗装・樹脂系すべり止め舗装・道路照明灯公
園施設資材道路防護柵・落石防護柵網・ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ・保安施設用品・道路維持作
業・造園作業・一般塗装工事・土木工事産業及び一般産業廃棄物収集運搬業
務・屋外広告看板の施工

採用職種

【1】工務係　現場作業員

【2】

【3】

TEL：0266-58-6555 URL：https://yamamoto-sangyou.co.jp/

FAX：0266-58-6537 E-mail：info@yamamoto-sangyou.co.jp

資本金：1,000万円 売上高：141,979,566円 従業員数：7名

山本産業株式会社
採用担当

山本 實

企業PR
弊社は交通安全施設を通じて多種多様化する「安全・安心で快適」な
道路交通環境の実現に貢献できるよう努力しています。

〒・住所：392-0009　長野県諏訪市大字上諏訪1738－10

【4】

【5】

【6】

特記事項
【賃金】大学卒 210,000円 短大卒 182,600円 【就業時間】8:30～17:30（実働
8時間） 【休日休暇】週休2日制、年間休日121日 【制度】各種保険（健康、
厚生、雇用、労災）、財形貯蓄、育児・介護休暇

事業概要
設立75年を超える総合ばねメーカーです。当社で扱う「精密ばね」は小さな部品
ですが、OA機器業界をはじめ、自動車業界、医療業界など、身近な生活の中で
幅広く活躍しています。

採用職種

【1】営業

【2】製造

【3】生産管理（梱包・発送）

TEL：0266-23-3939 URL：http://www.yamani-spring.co.jp/

FAX：0266-22-7822 E-mail：suzuki-yuta@yamani-spring.co.jp

資本金：1億円 売上高：14億2600万円 従業員数：95名

山二発條株式会社
採用担当

鈴木 裕太朗

企業PR
完全週休2日制、年間休日121日で、社内独自の福利厚生も充実しており、働き
やすい環境づくりを目指しています。

〒・住所：394-0035　長野県岡谷市天竜町2-1-8
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No.77 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪市 正社員 随時

若干名 諏訪市 正社員 随時

若干名 諏訪市 正社員 随時

No.78 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

５名 茅野市 正社員、パート 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

賃金は１８万～２２万、その他食事手当、社保完備、中退共（退職金積立制度）、
年間休日１１６日。
製造経験あれば尚可。簡単なワード、エクセルなどできれば可。その他詳細はハ
ローワーク求人に記載してあります。

事業概要

いまや半導体不足と言われている中でその部品を担うプリント基板の専門メー
カーとして独自の先端技術と最新設備で超高密度・超高精細な基板の生産をし
続けております。常にお客様と連携しハイクオリティな製品づくりに向けて一歩一
歩前進しております。

採用職種

【1】製造、検査、技術、品証

【2】

【3】

TEL：0266-73-5470 URL：http://www.ryowacoltd.co.jp

FAX：0266-73-5586 E-mail：soumu@ryowacoltd.co.jp

資本金：7850万円 売上高：3,860百万円 従業員数：104名

株式会社リョウワ
採用担当

小林 高志

企業PR
常に皆様によろこんでもらえるようなプリント基板の製品づくりを目指しチャレンジ
精神を忘れず日夜挑戦し続けております。

〒・住所：391-0216　長野県茅野市米沢245

【4】

【5】

【6】

特記事項

社会保険完備/退職金制度/産休・育児休業制度あり（勤続3年以上）/財形貯蓄
制度
提携スポーツクラブ利用優待/社有保養所あり
★資格・経験不問です。業界、業種未経験者大歓迎！入社してからスキルを身
に着けられます！

事業概要

世界に誇るニッチトップ企業としてライフルスコープ、双眼鏡等の光学機器の開
発・製造・輸出を行う会社です。
お客様の希望される仕様に基づき、開発／設計・試作・試験・製造・梱包・出荷
（輸出も含む）等、一貫したサービスを提供しています

採用職種

【1】生産組立

【2】資材購買

【3】機械加工

TEL：0266-52-3600 URL：http://www.light-op.co.jp/

FAX：0266-58-5858 E-mail：saiyo@light-op.co.jp

資本金：2500万円 売上高：120億円 従業員数：240名

株式会社ライト光機製作所
採用担当

大崎 愛

企業PR
アウトドア需要の高まりにより、日本製造シェア80%以上、米国シェア25%の高い
シェアを持つ企業で一緒に働きませんか？

〒・住所：392-0015　中洲3637
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No.79 業種区分： 医療、福祉 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 岡谷市　諏訪市ほか 正社員　パート 随時

若干名 岡谷市　諏訪市ほか 正社員　パート 随時

No.80 業種区分： 卸売業・小売業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

5名 下諏訪町、諏訪市、岡谷市 正社員 新卒：R5.4.1　中途：随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険：雇用・労災・健康・厚生、制服貸与、社外福利厚生制度加入
休日：年間106日（月8～9日・シフト制）、有給休暇（勤続6カ月後付与）、慶弔休
暇特別休暇

事業概要
・ＫＤＤＩ商材の販売・それに付随する業務全般（auショップ・ＵＱスポット運営）
・オフィスソリューション（クラウドやIOTといった次世代の技術から、オフィス機器
や防災グッズまでご提案）

採用職種

【1】総合職（auショップスタッフ）

【2】

【3】

TEL：026-219-0077 URL：https://wadashocom-au.com/

FAX：026-219-0070 E-mail：oota@wadashocom.co.jp

資本金：3000万円 売上高：56億2800万円 従業員数：225名

株式会社和田正通信サービス
採用担当

太田 正浩

企業PR
県内でａｕショップ、ＵＱスポット店舗数No.１（ａｕ１４店舗、ＵＱ３店舗）としてお客
様の通信ライフをサポートしています。

〒・住所：380-0916　長野県長野市稲葉中千田2142

【4】

【5】

【6】

特記事項
ご利用者さま、スタッフの「個」を大切にできない「場」ではなくご縁あって出会っ
た方に、自分らしい生活をありのままにその人らしく暮らせる場所として介護を実
践します。加入保険：雇用、労災、健康、厚生、週休２日。

事業概要
岡谷市内に「地域密着型通所介護事業所」３ヵ所「小規模多機能型居宅介護」
２ヵ所「サテライト型」１ヵ所「地域密着型介護付き有料老人ホーム」１ヵ所「訪問介
護事業所」「介護初任者研修養成校」の事業を行っています。

採用職種

【1】介護職

【2】看護師

【3】

TEL：0266-75-2606 URL：wagaya.co.jp

FAX：0266-24-0811 E-mail：mitsui@wagaya.co.jp

資本金：４１０万円 売上高： 従業員数：９０名

株式会社　和が家
採用担当

三井 泉

企業PR
あたり前を大切にしています。介護の仕事に興味ある方！資格取得にむけて一
部補助し支援します。育休、介護休暇あります。

〒・住所：394-0034　岡谷市湖畔４－１－２７
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No.81 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1～2名 茅野市 正社員 随時

1～2名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

No.82 業種区分： 金融業・保険業 新卒採用： 含まない

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1 岡谷市　下諏訪町 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生
休日：土　日　祝　週休２日制　毎週
必要な資格：普通自動車運転免許

事業概要

・商工会議所会員企業に対する生命保険による従業員の福利厚生制度（退職
金・弔慰金）のコンサルティング営業
・経営者のリスク管理や事業承継、資産管理などのアドバイスや保険設計
・個人のライフプランニングに対応した保険設計

採用職種

【1】営業

【2】

【3】

TEL：0266-53-8955 URL：https://www.axa.co.jp/

FAX：0266-58-6514 E-mail：daisuke.muroyama@axa.co.jp

資本金：850億円 売上高： 従業員数：20名

アクサ生命保険（株）諏訪営業所
採用担当

室山 大輔

企業PR アクサアドバイザーはあなたとあなたの家族を大切にする仕事です

〒・住所：392-0023　長野県諏訪市小和田南１４－７諏訪商工会館３Ｆ

【4】

【5】

【6】

特記事項

各種保険（健康/厚生/労働（雇用・労災）/傷害）
確定拠出年金制度（401K）、従業員会
就業時間（8：30～17：20）
週休二日制　年間休日115～120日前後（祝日の曜日により変動）

事業概要

・プリント配線板の製造
・プリント配線基板の実装及び電子機器製造
・化学工業薬品の販売
・特殊材料の応用開発

採用職種

【1】製造

【2】検査

【3】営業

TEL：0266-72-7003 URL：http://www.ain-jpn.com/

FAX：0266-73-5031 E-mail：h_tanaka@ain-jpn.com

資本金：6000万円 売上高：22億円 従業員数：111名

株式会社アイン
採用担当

田中 洋光

企業PR
プリント基板が世の中に登場した頃から基板を作り続け約50年。
様々なニーズに応え、新技術にチャレンジを続けています。

〒・住所：391-0213　長野県茅野市豊平374-2
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No.83 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 諏訪市 正社員 随時

１名 諏訪市 パート 随時

No.84 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2 茅野市、下諏訪町 正社員、パート 随時

2 茅野市、下諏訪町 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

基本給：210,000円から500,000円経験者優遇、シニア外国人も歓迎/賞与年2回
雇用保険，労災保険，健康保険，厚生年金
就業時間：8時から17時シフト勤務あり
休日：会社カレンダーによる（土日休み）年末年始、夏季、ＧＷ連休あり

事業概要

○自動車部品製造販売、分析機器精密部品製造販売、カメラ精密部品製造販
売、計測機器製造販売
・ＮＣ旋盤による精密加工、ＮＣ研削盤による精密加工、マシニングセンター加
工、転造加工
・自動車部品組み立て

採用職種

【1】製造機械加工ぺレーター

【2】金属加工　製造/生産技術

【3】

TEL：0266-72-3854 URL：http://ito-parts.co.jp/company/

FAX：0266-72-3323 E-mail：nakazawa-mineyuki@ito-parts.co.jp

資本金：1000万円 売上高：87,000万円 従業員数：45名

株式会社イトウパーツ工業
採用担当

中澤 峰幸

企業PR
北米を含め自動車部品の主要なパーツを生産しています。
大手自動車部品メーカーとの直取をし、技術教育に力を入れている

〒・住所：391-0216　長野県茅野市米沢2167-1

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生
賞与前年度実績４カ月
福利厚生　シャワールーム完備、簡易トレーニングマシーンあり

事業概要
CNC自動旋盤を使用して精密部品加工を行っています。製造している製品は自
動車部品、空圧機器部品、弱電部品など様々です。少数精鋭で効率化、高収益
を目指して事業を行っています。

採用職種

【1】CNC自動旋盤の操作オペレータ

【2】製品検査

【3】

TEL：0266-57-0419 URL：https://www.amusu.co.jp/

FAX：0266-58-5137 E-mail：bettinardi54@yahoo.co.jp

資本金：600万円 売上高： 従業員数：8名

有限会社アムス
採用担当

藤森 康年

企業PR
志を高く、弊社に関わる全ての人の成長と幸せを願って仕事をしています。

〒・住所：392-0131　長野県諏訪市湖南3927-1
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No.85 業種区分： 建設業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 茅野市 正社員 随時

若干名 茅野市 正社員 随時

若干名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

若干名 茅野市 正社員 随時

No.86 業種区分： 情報通信業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 諏訪市 正社員 随時

1名 諏訪市 正社員 随時

若干名 エルシーブイ株式会社/年間休日 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

TOKAIグループの傘下企業として制度面が充実、有休取得や育児休暇の積極
的な取得や福利厚生面も充実。
「健康経営」にも力を入れており、働く従業員の健康を優先的に考え、働きやす
い職場です。
社内の垣根を越えて協力ができる社風です。

事業概要

長野県諏訪エリアでケーブルテレビ事業や情報通信サービスを展開。
地域に密着した情報を届けると共に、インターネットやモバイルサービス、ネット
ワークの構築・保守・管理まで広く手がけ、地域の暮らしをトータルにサポートしま
す。

採用職種

【1】IT営業

【2】ITエンジニア

【3】放送制作

TEL：0266-53-3833 URL：

FAX：0266-58-2836 E-mail：mizoguchi.masashi@lcv.co.jp

資本金： 売上高： 従業員数：120名

エルシーブイ株式会社
採用担当

溝口 真史

企業PR
ケーブルテレビ、情報通信サービスを展開する会社です。
地元が好きな方、地元で活躍したい方、是非ご応募ください。

〒・住所：392-0012　長野県諏訪市四賀821

【4】飲食マネージャー

【5】料理人

【6】

特記事項

・勤務時間8:30-18:00 （休憩時間：90分）
・厚生年金／福利厚生施設利用（ﾎｯﾄﾖｶﾞ･ﾌｨｯﾄﾈｽｽﾀｼﾞｵ＝無料、飲食店＝社
割）
・ﾏｲﾎｰﾑ建設割引／社内表彰／海外研修（年1回）／育児支援
・週休2日／有休10-20日

事業概要

株式会社イマージは、「店舗やオフィスの設計と施工」を中心として、
「住宅事業」「グラフィック事業」「レストラン事業」「ショップ事業」など
幅広く事業展開しています。
地元に根差し、人に寄り添い、地域の豊かな暮らしに貢献して参ります。

採用職種

【1】設計

【2】現場管理

【3】営業

TEL：0266-73-7309 URL：https://image-dc.co.jp/

FAX：0266-73-7409 E-mail：s.hisamura@nattoku-minamishinshu.jp

資本金：2000万円 売上高：100,000万円 従業員数：50名

株式会社イマージ
採用担当

松本 幹夫

企業PR
茅野で創業31年目の「元気なまちづくりカンパニー」です。
「元気なまち」を企業理念に複合業態で地元を盛り上げています！

〒・住所：391-0001　長野県茅野市ちの横内3241-1
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No.87 業種区分： 製造業 新卒採用： 含まない

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

3 富士見町 契約社員 随時

No.88 業種区分： 建設業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 茅野市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

加入保険：健康・厚生・労災・雇用、基本週休２日
資格：建築土木施工管理技士保有者は優遇
就業時間：午前8:00~午後5:30、年間休日113日
手当：資格、家族、営業、住宅、通勤

事業概要

総合建設業として、建築、土木を柱にしています。
建築の一部として神社・寺院建設も展開しています。
また、第３の事業として環境エネルギー事業
（太陽光発電パネル設置、小水力発電所の建設）にも取り組んでいます。

採用職種

【1】建築土木施工管理技術者

【2】

【3】

TEL：0266-72-2575 URL：http://www.kane-tomo.co.jp

FAX：0266-72-0599 E-mail：hara@kane-tomo.co.jp

資本金：5,000万円 売上高：46.8億円 従業員数：47名

株式会社　カネトモ
採用担当

原 薫

企業PR
諏訪地方トップクラスの総合建設業者です。
学校などの公共施設から工場、別荘などの民間施設まで建設しています。

〒・住所：391-0013　長野県茅野市宮川7081

【4】

【5】

【6】

特記事項 加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形、週休2日

事業概要

野菜ジュース製造
コンピューターで管理されている調合・充填・包装ラインの各オペレーター
各ラインの完成製品における確認作業及び工程のチェック作業
手掛けた商品がお客様が手に取る瞬間を目にしたりした時はやりがいを感じま
す！

採用職種

【1】製造

【2】

【3】

TEL：080-2272-9291 URL：

FAX：0266-61-1107 E-mail：Kazuaki_Gomi@kagome.co.jp

資本金： 売上高： 従業員数：200名

カゴメ株式会社　富士見工場
採用担当

五味 和明

企業PR
募集の背景：『品質最優先』を合言葉に、
野菜系飲料の紙パック製品を生産する富士見工場。

〒・住所：399-0211　長野県諏訪郡富士見町富士見2150
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No.89 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪市 正社員 随時

若干名 諏訪市 パート 随時

若干名 諏訪市 パート 随時

No.90 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 諏訪市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

若干名 諏訪市 パート 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

昇給あり、賞与あり(期末実績により一時金として支給する場合があります)、通勤
手当あり(上限26千円)、各種保険加入、年間休日117日+夏季休業3日間前後、
正社員就業時間：7時間50分/日、パート従業員就業時間：1日5時間～ご相談に
応じます。

事業概要
京都に在るコーデンシグループの一員で、オプトエレクトロニクスのデバイスを扱
う商社部門と、センサー・UNIT製品及び、デジタルサイネージの開発から製造・
検査まで一貫して行う工場部門を持つ会社です。

採用職種

【1】技術

【2】営業

【3】製造・検査

TEL：0266-58-7521 URL：http://www.kodenshi-dh.jp/

FAX：0266-58-8041 E-mail：m-yokouchi@kodenshi-dh.jp

資本金：1,000万円 売上高：20億円 従業員数：45名

コーデンシDH株式会社
採用担当

佐久間 聖月

企業PR
部署を問わず、清潔で安定した環境です。未経験・中途採用のハンデはなく、先
輩社員が丁寧に指導します！

〒・住所：392-0016　長野県諏訪市豊田361番地1

【4】

【5】

【6】

特記事項
【時間】(1)19：00～翌4：00、(2・3)8：30～17：15 【休日】(1)水木休み、(2・3)土日
休み※年間休日119日 【給与】(1)22.5万円～24万円、(2・3)1,050円/時 【保険
等】雇用、労災、健康、厚生、財形他

事業概要

当社は切削加工や研削加工を主力としており、他にも独自技術である「カシメ接
合」の技術も用いて部品を製造しております。「カシメ接合」は部品を各部位毎に
加工後、金属の塑性変形を利用して接合する方法であり、高品質・短納期・低コ
ストを追及しています。

採用職種

【1】NC旋盤等の夜勤オペレーター

【2】自動車部品等の寸法検査

【3】自動車部品等の外観検査

TEL：0266-52-5030 URL：https://www.kyoshin-h.com

FAX：0266-52-3314 E-mail：naoto_yoshizawa@kyoshin-h.com

資本金：3,000万円 売上高：1,708百万円 従業員数：145名

株式会社共進
採用担当

吉澤 直人

企業PR
自動車用部品等を製造している金属加工メーカーで、独自技術の「カシメ接合
法」を開発し、日々お客様のニーズに答えています。

〒・住所：392-0015　長野県諏訪市中洲4650
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No.91 業種区分： 建設業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪市 正社員 随時

若干名 諏訪市 正社員 随時

1名 諏訪市 正社員 随時

No.92 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名程度 諏訪市 正社員 随時

1名程度 茅野市 正社員 随時

1名程度 諏訪市 正社員 随時

1名程度 諏訪市、茅野市 正社員 随時【4】金型プレスオペレーター

【5】

【6】

特記事項

賃金:170,000 円 ー 270,000 円（要相談）
手当:・家族手当・残業及び時間外手当・役付手当・職務手当・通勤手当・特殊
勤務手当
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形、年間休日125日

事業概要
自動車やスマホ等の金属プレス製品製造を行っております。CAD/CAM設計か
ら製造、メッキ処理までグループ内で一貫加工が行える強みがあります。SDGｓへ
の取り組みも活発で新しいことへのチャレンジも行っています。

採用職種

【1】システムエンジニア

【2】設備開発

【3】金型設計

TEL：0266-58-7000 URL：https://www.taiyo-ind.co.jp/

FAX：0266-58-2601 E-mail：daichi_natori@taiyo-ind.co.jp

資本金：4億9000万円 売上高：53億円 従業員数：240名

太陽工業株式会社
採用担当

名取 大地

企業PR
ものづくり企業として60年以上の歴史がある安定企業です。お気軽にお越しくだ
さい！

〒・住所：392-8585　長野県諏訪市四賀107

【4】

【5】

【6】

特記事項

資格要件：次のいずれかの資格保有
1級もしくは2級土木施工管理技士、1級もしくは2級建築施工管理技士、1級もし
くは2級建築士
諸手当：通勤手当、超過勤務手当、家族手当、各種資格手当、Ｉターンの方向け
住宅補助　　各種社会保険完備

事業概要

建築工事の設計及び施工
土木工事の施工
一級建築士事務所
宅地建物取引業

採用職種

【1】建築現場技術者

【2】土木現場技術者

【3】設計

TEL：0266-52-4343 URL：https://www.swatec.co.jp/

FAX：0266-52-4347 E-mail：info@swatec.co.jp

資本金：9200万円 売上高：4,168,674千円 従業員数：86名

スワテック建設株式会社
採用担当

岩波 龍一

企業PR
当社は地域の発展のために人々が集って生まれた会社です。建設業を通じて
人々の暮らしを安全で豊かにするお手伝いをしています

〒・住所：392-0017　長野県諏訪市城南二丁目2353
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No.93 業種区分： 宿泊業、飲食サービス業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

3名 茅野市 正社員・パート 随時

3名 茅野市 正社員・パート 随時

3名 茅野市 正社員・パート 随時

No.94 業種区分： 運輸業、郵便業 新卒採用： 含まない

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

3名 諏訪市沖田町 正社員 随時

若干名 諏訪市沖田町 パート 随時

若干名 諏訪市沖田町 パート 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

賃金：ドライバー職　185,200円～
各種保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険
年間休日：108日　日曜・祝日＋3日／月　長期休暇有り（年末年始・夏季休暇）
福利厚生：退職金制度、従業員持株制度、慶弔給付金、財形貯蓄制度など

事業概要

総合物流商社としてお客様に物流サービスを提供しております。
お客様の円滑な企業活動を実現させるため、地元のお客様へ「配達」と「集荷」
を行い、
セイノーネットワークを活用した「長距離輸送」を行うことで最適な物流サービスを
提供しております。

採用職種

【1】2ｔ4ｔドライバー

【2】セールスドライバー

【3】夜間仕分けスタッフ

TEL：0266-58-1818 URL：http://www.tokai-seino.co.jp/

FAX：0266-58-2801 E-mail：y.simizu@tok.seino.co.jp

資本金：1億円 売上高：200億円 従業員数：1140名

東海西濃運輸株式会社
採用担当

清水 陽介

企業PR
日本の経済活動を支えている商業物流。
私たち西濃運輸は、商業物流の分野で圧倒的な強みを発揮しています。

〒・住所：392-0013　長野県諏訪市沖田町4-41

【4】

【5】

【6】

特記事項

社会保険：健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
勤務時間：実働8時間・シフト制（中抜けシフトの場合あり）
休日休暇：年間休日108日（月間変形労働）・年次有給休暇
☆正社員の場合、バースデー休暇など特別休暇制度あり

事業概要

蓼科グランドホテル滝の湯は1923年より多くの方にご愛顧いただき、
2023年に100周年を迎えます。
四季折々の風情を楽しむことができる湯宿として、これまで培ってきた伝統を
守りつつ、新しい癒やしを提供する温泉旅館を目指します。

採用職種

【1】宿泊部(フロント・売店・受付)

【2】料飲部(レストラン・宴会)

【3】調理部(和食・洋食・製菓)

TEL：0266-67-2526 URL：https://takinoyu.co.jp/

FAX：0266-67-2532 E-mail：soumu-takinoyu@mystays.com

資本金：10万円 売上高：15億円 従業員数：100名

蓼科滝の湯合同会社
採用担当

田中 正子

企業PR
より安心・より快適なご滞在をご提供する、お客様にも従業員にも愛されるホテル
を目指しています。

〒・住所：391-0393　長野県茅野市北山4028
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No.95 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

5名 茅野市ほか 正社員 随時

3名 茅野市 正社員 随時

3名 茅野市 正社員 随時

2名 茅野市 有期契約社員 随時

No.96 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

１名 諏訪市 正社員 随時

１名 諏訪市 正社員 随時

１名 諏訪市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
就業時間：8:15～17:05   週休2日　
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・４０１K
リゾートホテルエクシブ法人会員：全国のエクシブ利用可能

事業概要

長野サンコーは金属プレス加工の中でも難易度の高い絞り加工の分野で、創業
半世紀を超える伝統技術に最先端の成形解析技術を融合させた、独自の開発
手法を用いることで、今まで困難とされてきた加工を実現し、「カタチ」にしていま
す。

採用職種

【1】マシニングセンタオペレータ

【2】プレス製品の製造作業

【3】NC旋盤オペレータ

TEL：0266-52-2432 URL：https://www.naganosankoh.jp/

FAX：0266-58-1882 E-mail：t.miyasaka@naganosankoh.jp

資本金：4800万円 売上高：９億円 従業員数：６２名

株式会社長野サンコー
採用担当

宮坂 高穂

企業PR プレス絞り加工技術のパイオニアとして「できない」を「カタチ」に変える

〒・住所：392-0015　長野県諏訪市中洲4600-17

【4】購買

【5】

【6】

特記事項

社会保険完備、その他（退職金・持株会・企業年金基金）
休日（週休[土・日]２日ほか、年末年始・５月連休・お盆 等、年間休日１１８日）
福利厚生（特別[慶弔]休暇、作業服貸与、作業服クリーニング、お祝い／お見舞
金、社員旅行　など）

事業概要

〇工作機械（マシニングセンター、各種NC加工専用機　等）の開発・設計・製造
〇半導体関連製造装置（テストハンドラー、テーピング装置 等）の開発（ソフトウ
エア含む）・設計・製造
〇自動車部品（ディーゼルエンジン用燃料ノズル）の製造

採用職種

【1】機械営業

【2】機械組立

【3】機械設計

TEL：0266-72-4135 URL：https://www.toyosk.com

FAX：0266-73-2872 E-mail：info@toyosk.com

資本金：4500万円 売上高：60億8400万円 従業員数：286名

東洋精機工業株式会社
採用担当

内山 範彦

企業PR
TOYOSKはお客さまのニーズに応えるオリジナルマシンで、
世界中の「ものづくり」を支えます

〒・住所：391-0013　長野県茅野市宮川２７１５
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No.97 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

1名 愛知県犬山市 正社員 随時

No.98 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

3名 茅野市 正社員 随時

2名 茅野市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
【休　　日】週休2日制、年末年始、夏季休暇
【各種保険】健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、
退職金制度あり

事業概要
・自動車部品の切削加工、研磨加工
・その他切削加工
・特殊工具・刃具の製造販売

採用職種

【1】機械加工技術者

【2】品質保証

【3】

TEL：0266-70-1400 URL：http://www.n-tool.co.jp

FAX：0266-70-1403 E-mail：m.kitahara@n-tool.co.jp

資本金：4,050万円 売上高：200,000万円 従業員数：95名

株式会社ナショナルツール
採用担当

北原 誠

企業PR
高精度の特殊工具とそれを使用した高品質な自動部品の二つを柱とし、「高精
度+短納期」をモットーに事業展開しております。

〒・住所：391-0011　長野県茅野市玉川11400-238

【4】購買調達

【5】総務事務

【6】営業

特記事項

厚生施設：従業員食堂
クラブ活動：ゴルフ部・スキー部、野球部
財産形成：財形貯蓄制度
退職金制度：確定拠出年金
社会保険：健康保険・厚生年金・雇用保険

事業概要

自動車関連部品、小型歯車減速機、農業関連部品、金型・治工具などの開発
及び 製造をしているメーカーです。
国内にメイン工場、フィリピンに現地法人3社を有し、グローバルな事業展開を図
る会社です。

採用職種

【1】機械加工

【2】製造技術

【3】品質管理

TEL：0266-72-0590 URL：http://www.nagano-seiko.co.jp/

FAX：0266-73-7306 E-mail：saiyou@nagano-seiko.co.jp

資本金：2億2,128万円 売上高： 従業員数：190名

長野精工株式会社
採用担当

時田 源弘

企業PR
多様な人材がその能力を最大限発揮できる企業を目指し、ダイバーシティ推進
に積極的に取り組んでいます。

〒・住所：391-8561　長野県茅野市金沢698
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No.99 業種区分： 卸売業・小売業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2名程度 諏訪市または富士見町 パート 随時

2名程度 諏訪市または富士見町 正社員 随時

2名程度 諏訪市または富士見町 パート 随時

2名程度 諏訪市 パート 随時

No.100 業種区分： 建設業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 茅野市塚原2-4-3 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

福利厚生：健康保険・厚生年金保険・厚生年金基金・労働保険・退職共済・財
形・勤続表彰・資格取得費全額会社負担
休日：週休２日、年末年始、お盆
電気工事士の資格があれば憂慮します。

事業概要
電気設備工事、電気通信設備工事、消防設備工事、太陽光発電システム、床暖
房工事、蓄熱暖房工事、換気空調設備工事、交通信号機工事などの工事。電
気設備設計。

採用職種

【1】電気工事士

【2】

【3】

TEL：0266-72-4158 URL：http://www.nanshin-denki.co.jp

FAX：0266-73-5881 E-mail：etsuko@nanshin-denki.co.jp

資本金：3000万円 売上高：８億５千万円 従業員数：２５人

南新電気工業株式会社
採用担当

金子 悦子

企業PR
創業６７年の電気工事の会社。電気は私たちの生活に欠かせないインフラです。
地域社会に貢献できる会社で一緒に働きませんか。

〒・住所：391-0002　長野県茅野市塚原2-4-3

【4】ECサイト運営

【5】

【6】

特記事項

賃金：208,459円より（固定残業代を含む）　昇給・賞与あり
加入保険等：雇用・健康・厚生（正社員の場合）
年間休日：105日　就業時間はシフト制
必要な資格：特になし

事業概要

鶏卵の卸売と、卵を使ったお菓子の販売とレストランの運営。
諏訪市四賀の本店の他に、富士見町富士見の八ヶ岳店と、JR上諏訪駅すぐの
上諏訪駅店があります。
ネットショップにも力を入れ、新鮮な商品を新鮮なうちにお届けできるよう努めて
います。

採用職種

【1】製菓

【2】調理

【3】接客

TEL：0266-53-2168 URL：https://www.nkeiran.com/

FAX：0266-53-2150 E-mail：info@nkeiran.com

資本金：500万円 売上高：3億6000万円 従業員数：50名

有限会社名取鶏卵
採用担当

長谷川 克規

企業PR
卵の卸売と、卵を使用したお菓子とオムライスなどを作っています。
新鮮・作りたてにこだわってお客様に提供しています。

〒・住所：392-0012　長野県諏訪市四賀２９３９－１
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No.101 業種区分： 学術研究、専門・技術サービス業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 諏訪市 正社員 随時

１名 諏訪市 正社員 随時

No.102 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪郡富士見町 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
社会保険（雇用・労災・健康・厚生年金）完備。 週休二日制。年間休日数：１１５
日。

事業概要 業務用機器・製造装置・検査機等の開発・製造・販売業。

採用職種

【1】設計（メカ・電気・制御）

【2】

【3】

TEL：0266-62-6858 URL：http://www.beac.co.jp/

FAX：0266-62-5150 E-mail：s-oda@beac.co.jp

資本金：6200万円 売上高：30億円 従業員数：50名

株式会社ベアック
採用担当

竹淵 浩史

企業PR
長野県（本社）及び沖縄県に工場を保有する産業用装置メーカーです。 国内
外の大手製造業者様向けにソリューション提供。

〒・住所：399-0214　諏訪郡富士見町落合字南原山9984-1097

【4】

【5】

【6】

特記事項

完全週休２日制 年間休日113日(2020年度実績)、社会保険、各種手当、各種
研修、社員旅行、社内表彰制度等
測量士、測量士補優遇。やる気がある方一番、向上心のある方最も優遇します。
賃金は年齢、経験に応じて相談します。

事業概要

1971年創業以来、官公庁から発注される社会基盤整備に携わってきました。事
業は大きく分けて測量と設計です。社会基盤整備は防災・減災への観点から、
公共事業として着目されており、これから伸びていく業界でもあり、絶対的に安定
した業界です。

採用職種

【1】設計技師

【2】測量技師

【3】

TEL：0266-75-0411 URL：http://www.nikkenc.co.jp

FAX：0266-75-0412 E-mail：tanimoto@nikkenc.co.jp

資本金：3,000万円 売上高：62,500万円 従業員数：41名

株式会社日研コンサル　諏訪営業所
採用担当

谷本 直樹

企業PR
近年頻発する災害復旧の測量設計や重要な交通インフラである道路や橋梁の
測量設計、農業用設備設計の計画等、社会貢献出来る仕事

〒・住所：392-0004　長野県諏訪市諏訪1-15-12　上諏訪駅前Ｒビル2Ｆ
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No.103 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2名 富士見町 正社員 随時

1名 富士見町 正社員 随時

No.104 業種区分： 複合サービス事業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪市 パート（社員登用あり） 随時

若干名 諏訪市 パート（社員登用あり） 随時

若干名 諏訪市 パート（社員登用あり） 随時

若干名 諏訪市 パート（社員登用あり） 随時

若干名 諏訪市 地域限定社員 随時

若干名 諏訪市 パート 随時

【4】接客（ショップ）

【5】調理（レストラン）

【6】調理補助

特記事項

加入保険等：雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金（社会保険完備）
休日：年間休日102日（シフト制）
交通費全額支給（社内規定による）
食事手当あり（社内規定による）
経験者優遇ですが、未経験者可

事業概要

レストランは四季の移ろいを五感で楽しむ洋の創作料理
ベーカリー＆カフェは風味豊かな焼き立てパンと旬の素材をゆったりと味わう
ショップは良質を暮らしへ日々の生活をより豊かにする商品を
思い出に残る安心と心に残るサービスを目指しています。

採用職種

【1】接客（レストランホール）

【2】製パン作業

【3】ベーカリ厨房

TEL：0266-52-9630 URL：https://www.yomeishu.co.jp/

FAX：0266-52-9632 E-mail：clasuwa-jinji@yomeishu.co.jp

資本金：16億5000万円 売上高：105億円 従業員数：292名

養命酒製造株式会社くらすわ事業部
採用担当

松田 浩一

企業PR
くらすわは、あなたのすこやかな暮らしの和を広げる心とカラダの健康に繋がる本
当に美味しい体験をお届けします。

〒・住所：392-0027　長野県諏訪市湖岸通り3丁目1ｰ30

【4】

【5】

【6】

特記事項

給与：180,000～370,000円（機械オペレーター）、180,000～300,000円（CAD・
CAM)
就業時間：8:15～17:30 
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生、週休二日
必要な資格・経験：なし

事業概要

大型工作機械(マシニングセンタ)を使用し、
樹脂、アルミダイカスト、電気自動車のモーターコアのプレス等の金型に用いら
れるダイセットを製造。
国内有数の超高精度設備でとことん精度を追求したものづくりに挑戦していま
す。

採用職種

【1】機械オペレーター

【2】CAD・CAMオペレーター

【3】

TEL：026-678-8533 URL：https://www.meikou-seiki.co.jp/

FAX：026-678-8422 E-mail：office@meikou-seiki.co.jp

資本金：1500万円 売上高：3億7000万円 従業員数：21名

株式会社明工精機
採用担当

小林 優

企業PR
Made in Japanにこだわり、高精度な金型を製造するため
社員一同やりがいを持って日々頑張っています。

〒・住所：399-0212　長野県諏訪郡富士見町立沢390-1
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No.105 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪市又は飯田市 正社員 随時

１名 諏訪市又は飯田市 正社員 随時

１名 諏訪市 正社員 随時

１名 諏訪市 正社員 随時

No.106 業種区分： 卸売業・小売業 新卒採用： 含まない

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪市 正社員 随時

若干名 諏訪市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

加入保険等：雇用・労災・健康・厚生／各種手当：通勤・皆勤・家族・出張・時間
外／休日：週休二日制・祝日・年末年始・夏季・有給／賞与：年2回／必要資格：
普通自動車免許
営業：未経験者歓迎／設計：2D・3DCAD使用経験のある方歓迎

事業概要

■耐蝕FRPタンク、フッ素樹脂複合タンクの設計、製作、販売
■金属表面処理機械設備及び機器の販売
■毒物、劇物の一般販売
■給排水設備機器及び資材の販売

採用職種

【1】営業

【2】設計

【3】

TEL：0266-54-5311 URL：http://www.ykc-suwa.co.jp/

FAX：0266-54-5325 E-mail：h.yoshizawa@ykc-suwa.co.jp

資本金：1,000万円 売上高：100,000万円 従業員数：10名

株式会社ワイケイシー
採用担当

吉澤 秀樹

企業PR
当社は「水処理」「表面処理」のプロフェッショナル集団です。
少数精鋭でアットホーム、働きやすい環境が整っております。

〒・住所：392-0016　長野県諏訪市豊田2587番地2

【4】受注事務

【5】

【6】

特記事項

〇加入保険：健康、厚生、雇用、労災 〇退職金制度：確定給付企業年金と確
定拠出企業年金の併用 〇就業時間：8:10～17:10（内、休憩60分） 〇休日：土
日祝、週休２日制（年間休日121日） 〇賃金：社内職能資格制度による（経験者
優遇）

事業概要

【事業内容】〇総合精密金属部品（イヤークランプ、ホースクランプ、金型設計製
作及び精密プレス製品、精密線ばね、複合製品、プレス同時タップ加工品）の製
造・販売 〇化成品（軟質発砲製品、粘着塗工品、プラスチック成型品）の加工・
販売

採用職種

【1】品質保証／品質管理

【2】メーカー営業（精密金属部品）

【3】情報システム

TEL：0266-58-3555 URL：http://www.ladvik.com

FAX：0266-58-3554 E-mail：to.nogami@ladvik.com

資本金：3億100万円 売上高：44億9800万円 従業員数：175名

株式会社ＬＡＤＶＩＫ
採用担当

野神 智治

企業PR
本社：東京都千代田区、工場：諏訪第１工場／諏訪第２／飯田（龍江）工場／飯
田（川路）工場、営業所：名古屋市／大阪市

〒・住所：392-0015　長野県諏訪市中洲４５９７－３
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