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長野県諏訪地域

多様な働き方相談コーナー！

- 同時開催 - 信州岡谷市のしごと・くらし発見フェア

長野県での

暮らし・働くことを考える

すべての皆さんへ

1 階  多目的ホールＢＩＺ新宿（新宿区立産業会館）  

2/18 I sat I 13:00 15:00

主催／岡谷市　共催／諏訪地域労務対策協議会

予約不要参加無料 入退場自由

岡谷市移住相談コーナー！

ハローワーク就職相談コーナー！

移住に向けた生活への疑問や悩み

など何でもご相談ください！

地方での起業、 テレワーク等での働

き方の相談、 施設環境が知れます！

就職 ・転職への疑問や悩みなど何でも

ご相談ください！
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出展企業一覧（五十音順）

企業名
ﾌﾞｰｽ
No.

業種 対象者
学生区分

（文系・理系）
対 学生

資料掲載頁
対 転職希望者等

資料掲載頁

あ アルティメイトプロジェクト株式会社 1 運輸・通信業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 5 23

い 株式会社池の平ホテル＆リゾーツ 2 サービス業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 5 23

え 株式会社エグロ 3 製造業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 6 24

NTPトヨタ信州株式会社 4 卸・小売・飲食業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 6 24

お 株式会社オーク製作所 5 製造業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 7 25

株式会社　岡谷組 6 建設業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 7 25

か 化興株式会社 7 製造業 学生のみ 理系・文系歓迎 8 -

カゴメ株式会社　富士見工場 8 製造業 学生のみ 理系・文系歓迎 8 -

き 株式会社キッツメタルワークス 9 製造業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 9 26

く Crest Precision株式会社 10 製造業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 9 26

こ コープデリグループ　株式会社トラストシップ 11 運輸・通信業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 10 27

ゴコー電工株式会社 12 製造業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 10 27

株式会社小松精機工作所 13 製造業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 11 28

株式会社五味工業 14 製造業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 11 28

す 諏訪信用金庫 15 金融・保険業 学生のみ 理系・文系歓迎 12 -

スワテック建設株式会社 16 建設業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 12 29

せ 株式会社セリオテック 17 製造業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 13 29

た 太陽工業株式会社 18 製造業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 13 30

と 東洋技研株式会社 19 製造業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 14 30

に 日本ナレッジ株式会社 20 運輸・通信業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 14 31

日本ミクロン株式会社 21 製造業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 15 31

の 野村ユニソン株式会社 22 製造業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 15 32

ふ 藤森土木建設株式会社 23 建設業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 16 32

プレマテック株式会社 24 製造業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 16 33

ほ 株式会社ホテル紅や 25 サービス業 学生のみ 理系・文系歓迎 17 -

ま 松澤工業株式会社　岡谷支店 26 建設業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 17 33

株式会社丸眞製作所 27 製造業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 18 34

株式会社マルニシ 28 卸・小売・飲食業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 18 34

マルヤス機械株式会社 29 製造業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系歓迎 19 35

む 武藤工業株式会社 30 製造業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 19 35

ゆ 株式会社ユーシン 31 製造業 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 20 36

※P3以降の出展企業情報に記載のNo.は、ブースNo.を表しています。
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出展企業一覧（業種別）※五十音順

＜運輸・通信業＞

企業名
ﾌﾞｰｽ
No.

対象者
学生区分

（文系・理系）
対 学生

資料掲載頁
対 転職希望者等

資料掲載頁

アルティメイトプロジェクト株式会社 1 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 5 23

コープデリグループ　株式会社トラストシップ 11 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 10 27

日本ナレッジ株式会社 20 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 14 31

＜卸・小売・飲食業＞

企業名
ﾌﾞｰｽ
No.

対象者
学生区分

（文系・理系）
対 学生

資料掲載頁
対 転職希望者等

資料掲載頁

NTPトヨタ信州株式会社 4 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 6 24

株式会社マルニシ 28 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 18 34

＜金融・保険業＞

企業名
ﾌﾞｰｽ
No.

対象者
学生区分

（文系・理系）
対 学生

資料掲載頁
対 転職希望者等

資料掲載頁

諏訪信用金庫 15 学生のみ 理系・文系歓迎 12 -

＜建設業＞

企業名
ﾌﾞｰｽ
No.

対象者
学生区分

（文系・理系）
対 学生

資料掲載頁
対 転職希望者等

資料掲載頁

株式会社　岡谷組 6 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 7 25

スワテック建設株式会社 16 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 12 29

藤森土木建設株式会社 23 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 16 32

松澤工業株式会社　岡谷支店 26 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 17 33

＜サービス業＞

企業名
ﾌﾞｰｽ
No.

対象者
学生区分

（文系・理系）
対 学生

資料掲載頁
対 転職希望者等

資料掲載頁

株式会社池の平ホテル＆リゾーツ 2 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 5 23

株式会社ホテル紅や 25 学生のみ 理系・文系歓迎 17 -

＜製造業＞

企業名
ﾌﾞｰｽ
No.

対象者
学生区分

（文系・理系）
対 学生

資料掲載頁
対 転職希望者等

資料掲載頁

株式会社エグロ 3 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 6 24

株式会社オーク製作所 5 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 7 25

化興株式会社 7 学生のみ 理系・文系歓迎 8 -

カゴメ株式会社　富士見工場 8 学生のみ 理系・文系歓迎 8 -

株式会社キッツメタルワークス 9 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 9 26

Crest Precision株式会社 10 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 9 26

ゴコー電工株式会社 12 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 10 27

株式会社小松精機工作所 13 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 11 28

株式会社五味工業 14 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 11 28

株式会社セリオテック 17 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 13 29

太陽工業株式会社 18 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 13 30

東洋技研株式会社 19 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 14 30

日本ミクロン株式会社 21 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 15 31

野村ユニソン株式会社 22 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 15 32

プレマテック株式会社 24 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 16 33

株式会社丸眞製作所 27 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 18 34

マルヤス機械株式会社 29 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系歓迎 19 35

武藤工業株式会社 30 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 19 35

株式会社ユーシン 31 全てのご来場者（学生、転職希望者等） 理系・文系歓迎 20 36

※P3以降の出展企業情報に記載のNo.は、ブースNo.を表しています。
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- 出展企業情報 -

No. システム開発を通じて人の役に立ちたいという志を持つ方、共に働きましょう

1 アルティメイトプロジェクト株式会社

業種区分 運輸・通信業

TEL 0266-52-9458

従業員数 40名

従業員の職種 プログラマ、システムエンジニア

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 392-0021  長野県諏訪市上川2-2173-5

お問合先 経営管理部  松崎　志保

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 お申込みの都度、社内調整して実施しています。

概要
  ・簡易なアプリの製造　　　　　　　　　　　　 ・SQLサーバーへのアクセスの学習

・VisualStudioを利用したGUI設計演習　　・プロジェクト管理システムGUI設計、コーディング等

わが社の紹介

 当社は、企業から依頼を受けデバイスのソフトウェアを開発している会社です。
お客様の業務合理化や人手不足解消等のニーズに応えるシステムを開発するため、最先端・最新の技術の習得を積極的に

 行っています。
一昨年、富士見町にある入笠山へ山野草を見に日本全国から訪れる登山者向けに、現地で咲く花をスマートフォン・タブレット
で撮影するとAIが判別して、花の名前や由来を表示するアプリを開発しました。現在はこれを応用して、AIが書類の数字・文字
を認識し自動でデータ化し内容をチェックするシステムや、AI画像認識技術を用いて倉庫にある在庫の検品業務を自動化する

 システムの開発を進めています。

こんな人と
働きたい

現在、IT技術・ソフトウェアはその存在に気づかないほど身の回りに多くあります。それらは、本来人が行うことを人に代わって正
確かつ迅速にこなす技術です。そのおかげで私たちの暮らしは便利で豊かになり、仕事についても効率化・省力化を可能にして

 います。
IT技術は理系の専門分野と思われがちですが、システム開発は既存のプログラミング言語を使ってデバイスに指示を与えるこ
と、文章を書くのと似ています。ですから文系の方もプログラミング言語を学べばシステム開発に従事できます。当社では学生時
代の専攻は重視しません。それよりも、システム開発を通じてお客様や社会の役に立ちたいという高い志が必要と考えていま

 す。

採用選考スケジュール

 採用選考スケジュールは、3月1日に当社HP採用ページにアップします。
 ＜一次選考＞書類選考（提出書類：顔写真付き履歴書・成績証明書・卒業見込証明書）

＜二次選考＞適性検査、一般常識試験、作文、面接

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 391-0392  長野県茅野市白樺湖

お問合先 管理部人事  澤井　万幸

No. みんなの夢をかなえる感動いっぱいの世界一あったかいリゾートを目指します

2 株式会社池の平ホテル＆リゾーツ

業種区分 サービス業

わが社の紹介

白樺湖の開拓より携わり、創業68周年となります。雄大な山々に囲まれたこの地に、住んで良し・訪れて良しの長期滞在型リ
ゾートを目指し取り組んでいます。世界に肩を並べるリゾートにする事が私たちの夢です。ここでしか体験できない時間をお過ごし
頂き、大切な思い出をお持ち帰り頂く事が私たちの喜びです。2023年4月には、池の平ホテル本館がリニューアルオープンしま

 す。

こんな人と
働きたい

 ☆相手に寄り添い、柔軟に動くことができる
 ☆子どもからご年配の方までいろんな方と接したい

 ☆人の為に本気になれる
 ☆明るく・笑顔で元気な対応ができる

 ☆素直で前向きな姿勢で取り組める
 ☆大学での学問に自信がある人

 ☆個性をアピールできる人

採用選考スケジュール

3月1日～募集要項公開・WEB説明会実施・応募受付・1次選考面接・2次選考（最終）選考面接

TEL 0266-68-2211

従業員数 320名

従業員の職種 総合職

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間   8～9月・冬期で、1週間程度。ご希望の時期・期間は相談可

概要
ホテルのフロントやレストラン・レジャー施設などの職場で、実務体験をして頂きます。
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- 出展企業情報 -

No. 自社ブランドで各種工作機械を開発・製造・販売している完成品メーカーです

3 株式会社エグロ

業種区分 製造業

TEL 0266-23-5511

従業員数 175名

従業員の職種 メカ設計、制御設計、製造、部品加工、営業、生産管理、総務等

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 394-0043  長野県岡谷市御倉町8-14

お問合先 総務部  伊東昌彦

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 通年実施、期間や実習内容は相談に応じます。

概要
 ・組立等製造実習

 ・機械加工実習
・設計実習　など、上記を組み合わせて行うことも可能です。

わが社の紹介

 株式会社エグロは創業以来85年に渡り、各種工作機械を自社ブランドで開発・製造・販売している完成品メーカーです。
当社の工作機械は世界中の「モノづくり」現場で活躍し、社会の発展に貢献しています。「JUST  FIT  JUST  YOUR's」お客様に
とって最適な機械を作ることを製品開発の原点においています。職場はベテランから若手まで満遍なく在籍し、多くの若い技術
者がモノづくり現場で活躍しています。SDGs活動や委員会活動、各種イベントなどで社内の結束や融和を図っています。近年で
は各種社内外研修に加え、資格取得奨励制度など人材育成に力を入れています。

こんな人と
働きたい

「自律型人材の育成」を人材育成の基本においています。何事にも情熱を持って取り組める若い人材を求めています。

採用選考スケジュール

会社見学・応募受付・選考は全て随時、1名でも行っています。

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 390-0837  長野県松本市鎌田1-9-13

お問合先 総務部　主任  赤羽史彦

No. 私たちと一緒に人に素敵をお届けしましょう！ブースでお待ちしております！

4 NTPトヨタ信州株式会社

業種区分 卸・小売・飲食業

わが社の紹介

 当社は長野県中南信地域で展開するトヨタ自動車の正規ディーラーです。
トヨタ車・レクサス車の販売、自動車の点検整備、auの携帯電話の販売などを通じて、お客さま・地域社会・社員とその家族の

 皆さんに素敵をお届けすることをモットーにしております。
お客さまに安心・安全・快適・便利なカーライフを送っていただくために、社員一人一人が日々の仕事に取り組んでいます。

こんな人と
働きたい

お客さま・地域社会・社員とその家族の皆さんに、安心・安全・快適・便利なカーライフを送っていただくサポートをするため、明
るい応対で仕事に前向きに取り組める方、向上心があり常に自分を高める努力ができる方、自分から疑問や課題に対して発言

 できる積極性がある方、そんな方を求めています。
自動車の知識の有無は問いません。未経験の新入社員、若手社員が各店舗にて活躍中です。

採用選考スケジュール

3月1日）募集要項公開（マイナビ2024掲載）、3月1日～）会社見学・応募受付開始、3月下旬～）1次選考（筆記・面接）、
4月中旬～）最終選考（面接）

TEL 0263-25-9020

従業員数 415名

従業員の職種 総合職（営業スタッフ、アテンダント・auスタッフ）

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 7～9月・1日間　受け入れ日など詳細は要相談

概要
店舗見学、総合職（営業職・アテンダント職）の疑似体験、社会人マナーの習得など
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- 出展企業情報 -

No. 最先端電子デバイス製造装置から医療機器まで、「光」で未来を創造する企業

5 株式会社オーク製作所

業種区分 製造業

TEL 0266-73-1611

従業員数 486名

従業員の職種 技術職・営業職・管理事務職

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 391-0011  長野県茅野市玉川4896

お問合先 諏訪総務G  名取高広

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 通年・1～5日間、希望者には自社寮無償貸与可

概要
当社の主力製品・技術である「産業用ランプ」、産業用ランプを搭載した「露光装置」の業務体験や当社が所属する半導体・電
子回路基板等の業界解説を行います。

わが社の紹介

 創業以来、当社は「光」の専門メーカーとして多くの産業分野で幅広い貢献をしてきました。
当社の光技術は半導体・液晶・電子回路基板業界の世界トップ企業に採用され、みなさんの身近なスマートフォン、タブレット端

 末などを製造するうえで必要不可欠なものとして使われています。
光の領域は次々と広がっており、医療・環境・農業など最先端かつ将来性豊かな新分野へも事業展開しています。

こんな人と
働きたい

世の中の変化に素早く対応できる柔軟な発想が出来る人、いろいろなことに興味を持ちチャレンジできる人を求めています。

採用選考スケジュール

 3月1日）募集要項公開、3月1日～中旬）応募受付、4月初旬）1次選考（筆記・面接）、4月中旬）最終選考（面接）
※時期は目安になりますので詳細はマイナビ2024の弊社ページをご参照ください。

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 394-0029  長野県岡谷市幸町6番6号

お問合先 総務部　総務課  笠原　俊司

No. 信州のまちを創るお手伝い。次の100年も！

6 株式会社　岡谷組

業種区分 建設業

わが社の紹介

創業は大正9年（1920年）。一世紀企業として今まで多くの現場に携わってきました。土木・建築共に長野県内一円はもちろ
ん、近隣各県での実績が多く、トンネル・砂防堰堤・道路・橋梁や庁舎・学校・病院・福祉施設・工場等々の多方面にアプローチ
できる総合建設業です。今まで培ってきた知恵と技術力、創業から100年を超えた安定性と信頼性を兼ね備え地域に貢献でき
る事がわが社の魅力です。若い皆さんの「発想力」や「価値観」を社員全員で共有し、発揮できる職場を目指し、それに合わせ

 て建設業新4Ｋ（給料が高く、休日が多く、希望が持てて、かっこいい）の取り組みを進めていきたいと考えています。

こんな人と
働きたい

 ・発想力豊かな人！
 ・物を創る事が好きな人！

 ・明るく、元気な人！！

採用選考スケジュール

 3月1日～募集要項公開、応募受付、選考（筆記　作文・数学・個人面接）
 上記日程で随時応募を受付ています。帰省したタイミング等での受験も対応しますので、お気軽に声をかけてください。

 

TEL 0266-23-5671

従業員数 130名

従業員の職種 土木施工管理職・建築施工管理職・総務総合職・営業職

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 6月～10月、1週間～2ヶ月　お気軽にご相談ください。

概要
 実際の土木・建築の現場で、施工管理補助作業を体験します。

 （測量・現場での写真管理等）
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- 出展企業情報 -

No. めっき専業・精密部品表面処理事業の『縁の下の力持ち』商社兼メーカー

7 化興株式会社

業種区分 製造業

TEL 0266-27-7381

従業員数 83名

従業員の職種 営業・設計

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 393-0000  長野県諏訪郡下諏訪町社133-4

お問合先 総務部  藤本　隆宏

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 ３月以降、お気軽にお問合せください。　

概要
薬品管理部門の見学・タンク製造・治具製造過程の見学・実施

わが社の紹介

弊社はモノづくりのコーディネーターです。皆さんが日々当たり前のように使っている、スマホ・ゲーム機・自動車や家電製品の部
品には、部品処理工程のおいて製品に防錆・耐久性・装飾・光沢・色など付加価値を付ける「表面処理」「めっき処理」がされて
いるのを知っていますか？弊社は、こういったモノづくりをしている企業への設計・設備・地球環境に配慮した表面処理生産シス
テムの提案・メンテナンス・薬品販売・タンク製造販売といったすべてのサポートを一貫している「縁の下の力持ち」の会社です。
昨今の半導体不足による半導体事業にも携わっており、各分野で私たちの技術が取り入れられています。

こんな人と
働きたい

弊社は常に新しいことを発見し実行していくことが必要です。失敗の先には必ず成功があります。どんなことにも失敗を恐れず、
チャレンジ精神旺盛な方・努力を惜しまずモノづくりが好きな方を求めます。新入社員はほとんどの方が未経験者です。皆さん
のチャレンジをバックアップするため弊社は研修を充実させていますので安心してください。

採用選考スケジュール

 ※　３月上旬　会社説明会・・・随時(日時は臨機応変に対応いたします)　
※　面接・・・６月より随時(一次面接+適性検査、二次面接、最終面接を予定しております)

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 399-0211  長野県諏訪郡富士見町富士見2150

お問合先 生産管理課　担当課長  五味　和明

No. 10年後のカゴメを一緒に作ろう！　自然をおいしくたのしくカゴメ

8 カゴメ株式会社　富士見工場

業種区分 製造業

わが社の紹介

 ■トマトの会社から野菜の会社に
カゴメは創業以来、自然の恵みを価値に変えた商品を提供することで、人々の健康や食生活に貢献してきました。今後、医療

 費や介護費の増加と言う問題が更に深刻化していく中、カゴメは人々の『健康寿命の延伸』に貢献したいと考えています。
消費者の健康志向が多様化している現在、健康寿命の延伸を実現するために、多彩な商品提供や情報提供を強化していきま
す。企業活動を通じて『カゴメは野菜を提供してくれる会社』と思って頂きたいと考えています。中でも富士見工場は紙容器にお
ける野菜系飲料の最大生産工場として貢献しています。

こんな人と
働きたい

 ■理念やビジョンに共感して、新しい事にチャレンジ出来る人
 企業理念の『感謝』・『自然』・『開かれた企業』と言う私たちの原点に共感してくれる方

様々な試みに対して共感し、共に挑戦してくれる人。たくさんチャレンジして、たくさん失敗してそれでもまた踏ん張って立ち向か
 える人

 ■人のつながりと三現主義の大切さを実感できる人
製造現場には様々な立場で色々な考えを持った方がいて、同じラインで一緒に生産します。人のつながりや信頼関係の大切さ
と『三現主義』（現場・現物・現実）の重要性を実感し、共に成長出来る人待ってます。

採用選考スケジュール

本社：人事総務部との採用選考スケジュールにて（※別途問い合わせ対応致します。）

TEL 080-2272-9291

従業員数 215名

従業員の職種 製造

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 要ご相談となります。

概要
工場概要説明、製造ライン研修他
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- 出展企業情報 -

No. 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

9 株式会社キッツメタルワークス

業種区分 製造業

TEL 0266-79-3030

従業員数 260名

従業員の職種 技術製造職、技術開発職、営業職、事務系総合職

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 391-8555  長野県茅野市宮川字小早川7377

お問合先 総務人事グループ  平柴　利枝子

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 通年お受付しております。日数はご相談に応じます。

概要
 下記から体験してみたい職種を選び、自分だけのプログラムをカスタマイズできます。

 ・黄銅棒製造工程　・切削加工品製造工程　・鍛造加工品製造工程　・金属加工　
 ・機械電気設備メンテナンス　・開発職　・営業職

わが社の紹介

東京ドーム2個分の敷地面積を所有し、黄銅棒及び黄銅加工品の製造・販売を行う伸銅品事業を展開しています。当社の製
品は各種機械や建築資材、水栓金具、ガス機器、家電製品、自動車部品など、幅広く使用されています。1960年から培った
合金技術を活かし、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。ま
た、国際的な認証規格ISO14001を取得し、地球環境保全にも取り組んでいます。わが社は10年前と比較し、3割以上売上げ
を伸ばしており、今後も成長を見込んでいます。また、親会社の株式会社キッツは東証プライムに上場しています。

こんな人と
働きたい

「技術製造職」…弊社の心臓部分"製造部門"での勤務になります。鋳造・製棒・切削・鍛造工程があり、ものづくりの醍醐 味を味あうことが
 できます。

「技術開発職」…新素材の開発や代替素材の研究、機械の生産性をアップさせるための研究をしています。黄銅(真鍮)を深く研究したいと
 いう方に向いています。

「営業職」…会社の顔として働けます。金属や製造工程の知識も要求されるため、人と話すのが好きな方や向学心が高い方に向いていま
 す。

「総合事務職」…企業活動の中心となる業務に携わることができます。上記の部署で働くスタッフが安心して仕事ができるようインフラを整
 えていく仕事です。

採用選考スケジュール

 採用選考は応募に対して随時開催しています。

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 394-0000  長野県岡谷市西山1723-41

お問合先 総務部  西澤　成美

No. 新しいことを提案し挑戦できる環境で働いてみませんか？

10 Crest Precision株式会社

業種区分 製造業

わが社の紹介

私達の社是は「幸最大(しあわせさいだい)」です。私達そして私達と関わった全ての人・物・事を幸せにするため日々挑戦をして
 います。

当社では精密板金・各種関連部品加工を行っております。また今後のCREST GROUPでは100社33か国33業種を目指し、既
存事業のみならず、宇宙開発事業、サービス事業など「モノ」だけでなく「コト」の提供をバランスよくできる会社を目指します。

こんな人と
働きたい

 当社は、自ら燃え上がりそのエネルギーを周りの人に分け与えられる「自然性」のある方、
 固定観念や既成概念に縛られず新しいことを生み出す「創造力」のある方、

 失敗を恐れずチャレンジし続けられるエネルギーに溢れた「突破力」のある方を募集しております。
 また、Crest Precisionでは誰もが新しい事を提案し挑戦できる環境で働くことが出来ます。

採用選考スケジュール

 1月中旬～インターンシップ開始、3月1日募集要項公開、3月中旬書類選考、4月初旬1次選考(適性検査、筆記試験、面接)、
4月中旬最終選考(面接)

TEL 0266-22-5502

従業員数 47名

従業員の職種 加工技術開発、マシンオペレーター、プログラマー、営業事務など

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 1月、2月で計3回開催…その後も開催予定

概要
モノづくりインターンシップでは2024年に打ち上げを予定している自社開発の人工衛星型ペン立ての製作を体験できます。この

 体験を通して、モノづくりの面白さを体感してみませんか？
実際に活躍している先輩社員との座談会も予定しております。
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- 出展企業情報 -

No. 生協の宅配は多くの需要があり、地域の皆様に必要とされているお仕事です！

11 コープデリグループ　株式会社トラストシップ

業種区分 運輸・通信業

TEL 070-7517-8370

従業員数 1650名

従業員の職種 コープデリ配達員

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 359-0012  埼玉県所沢市坂之下166-3

お問合先 採用課  本多　景子

インターンシップについて

受入可否 不可 実施時期・期間

概要

わが社の紹介

株式会社トラストシップは、コープデリ生活協同組合連合会100 ％出資のグループ会社として、生協配達業務を担っています。
 1.5tトラックで、【コーープデリ】商品を毎週固定している利用者宅へ配達して頂きます。

【私たちは、地域に安心と笑顔をお届けします】のスローガンを基に、地域のくらしと社会に貢献する事を目指し約1650名の社
 員が配達を行っています。

 お客様から感謝されるお仕事で、地域貢献したい！と入社する社員が多く在籍をしています。
現在、長野県内7事業所を含む1都7県47事業所を展開、今後も事業拡大を予定しており安定感は抜群です。

こんな人と
働きたい

 こんな時代だからこそ、お客様とのコミュニケーションを大切に配達を行っています。
  ・人に喜ばれる仕事がしたい　　・体を動かす・人と話すのが好き　　・安定して働きたい方

入社後は丁寧な研修を準備。同乗研修はもちろん、安全運転トレーナーによる運転研修、商品の積み込み方や接客ノウハウの
 伝授など、安心して配達ができるようになるまでしっかり研修を行います。固定ルートでの配達ですので、自分のペースでお仕事

できます。慣れてくるとお客様と色々なお話ができる様になりますし、沢山の感謝のお言葉を直接頂けますので、お役立ちを実
 感できます。

  お気軽にブースにお立ち寄りください！

採用選考スケジュール

3月1日）募集要項公開、3月1日～中旬）応募受付、4月初旬）1次選考（面接・適性診断）、4月中旬）最終選考（面接）

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 399-0214  長野県諏訪郡富士見町落合字南原山13414-1

お問合先 総務部リーダー  樋口　絵美

No. 『想いを動かす』～究極の特殊モータへ挑戦を～

12 ゴコー電工株式会社

業種区分 製造業

わが社の紹介

当社は、航空・宇宙/自動車/半導体製造設備/機械・工具など向けの特殊モータの設計開発・試作・製造やモータ関連部品
の購入・選定相談をしているBtoB企業です。当社のＶＩＳＩＯＮは、自分・会社・お客様・社会と、四方よしの関係を築き、特殊モー
タ業界Ｎｏ．１になることを目標としています！当社は、固有技術に依る特殊モータを製造し続けることで、社会の発展に貢献し
ています。それにより、従業員の豊かで幸せな人生の実現を目指しています。長野県職場いきいきアドバンスカンパニー認証、
社員の子育て応援宣言、健康経営優良法人2022認定など生産性向上を図りながら、従業員の職場環境改善に取り組んでい
ます。

こんな人と
働きたい

 ・向上心があり、素直にあらゆる状況から学びを得ようとできる方
 ・コミュニケーションを大切にし、協調性のある行動ができる方

・仕事に限らず、社会全体の中で広く貢献したいと思う方

採用選考スケジュール

3月1日：募集要項公開、3月1日～随時：応募受付、選考（面接1回、適性検査、筆記試験：一般常識・国語・数学、作文、指先器用検査）

TEL 0266-62-5283

従業員数 66名

従業員の職種 製造、品質保証、生産管理、開発試作、総務、規格推進

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 通年、3～10日間（2日以下のご希望の場合もご相談ください）

概要
需要の増すモータ業界で、製造業の仕事を学ぶ内容です。実務体験などを通して当社での仕事内容を学んでいただき、関係
者に報告を行い、社員との意見交換（フィードバック含む）をします。実務体験可能な部署は、製造部・生産管理部・開発試作
部です。
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- 出展企業情報 -

No. 世界シェアを持っている部品を製造しています！お気軽にお立ち寄り下さい。

13 株式会社小松精機工作所

業種区分 製造業

TEL 0266-52-6100

従業員数 290名

従業員の職種 技術職

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 392-0012  長野県諏訪市大字四賀942番地2

お問合先 総務部　総務課  五味　直彦

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 応相談

概要
機械を使用して記念品の作成を行います。

わが社の紹介
世界シェア38％を誇る自動車部品を中心に、今後は医療機器分野を含む新分野への展開を試み、右肩上がりの売上実績を

 誇る当社において将来の中枢を担う従業員候補として働いてみませんか。
超精密技術で作り上げた製品を世界に発信することで、地球規模の環境問題の解決に貢献できる企業を目指しています。

こんな人と
働きたい

 人物重視の採用になります。
 1から学んで成長しようと思う、前向きな気持ちを持った人財を求めています。

 

これからの成長、発展には皆さんの若い力が必要です。ものづくりが好きな人、自動車が好きな人、興味のある人、一緒に成長
していきましょう！

採用選考スケジュール

3月1日募集要項公開・3月1日～随時応募受付・書類選考・工場見学・第1次選考(筆記)・最終選考(面接)

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 393-0075  諏訪郡下諏訪町中央通245番地

お問合先 代表取締役  五味 威

No. 技術と信頼を大事にする会社です。ものづくりが好きな人、あつまれ！

14 株式会社五味工業

業種区分 製造業

わが社の紹介

 当社は、2024年に創業57年を迎える
 金型部品・治工具を製造している会社です。

 高精度、高難度の製品を手掛けています。
 会社創立以来着実に業績を伸ばし、

 大手企業と直接取引を行い安定成長を遂げています。
 当社が大手企業と直接取引できるのは、

 半世紀に渡る歴史と高い技術力・対応力を信頼されているからです。

こんな人と
働きたい

 ものづくりは緊張しますが、完成した時の達成感は格別です。
 自身の成長を感じながら機械加工のスキルを身に付けることができます。

 きっとあなたも機械加工のプロになれますよ。
 当社が求めるのは、熱心で素直。

「機械が好き」「ものづくりが好き」そんな人を待っています。

採用選考スケジュール

マイナビにＷＥＢ説明会の日程を随時掲載しています。そちらをご確認ください。

TEL 0266-27-7123

従業員数 25名

従業員の職種 製造（マシニングセンター、NC旋盤のオペレータなど）

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 随時実施

概要
旋盤、マシニングセンターなどを使用した機械部品の製造体験です。

11



- 出展企業情報 -

No. オンリーワンの使命！～諏訪信用金庫にしかできない地域貢献のカタチ～

15 諏訪信用金庫

業種区分 金融・保険業

TEL 0266-23-4567

従業員数 312名

従業員の職種 営業事務職（渉外や店頭での金融業務全般）

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 394-8611  岡谷市郷田2-1-8

お問合先 人事部  竹内一記

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 ８月～翌年2月までの間で月2回程度（半日開催）

概要
 当庫では、本店（リアル）・オンライン（Web）２つの方法でインターンシップを開催しています。

 詳細は、マイナビ・リクナビの当庫サイトに掲載していますのでご覧ください。申込も同サイトから受付中！

わが社の紹介

 諏訪信用金庫は、諏訪地域を営業エリアとする地域金融機関です。
 諏訪地域で事業を営む法人や個人事業主、そこに暮らす地域住民の皆さまがお客様です。

 当庫は、地域のお客様の「困った…」、「どうしよう…」に全力でお応えしています。
 「金融業務」×「課題解決力・コンサルティング力」×「諏訪地域を愛する熱い想い」で諏訪地域の発展に貢献しています！

金融機関の中でも私たちにしかできない地域貢献のカタチを分かりやすくご説明しますので、お気軽にブースへお立ち寄りくださ
い。

こんな人と
働きたい

 我々は、諏訪地域を営業エリアとする地域金融機関です。我々の仕事は、諏訪地域の発展にダイレクトに貢献できます！
 諏訪地域のために働きたい、このまちの発展に貢献したいという方をお待ちしています。

 ◆求める人物像◆
 １．諏訪地域発展のために働きたい人

 ２．自ら考え、それを行動に移せる人
 ３．ひとつの目標に向かってチームワークを発揮できる人

採用選考スケジュール

3月1日募集要項公開、３月1日から中旬にかけて個別会社説明会を実施しますので、当庫の採用選考を希望される方は、この個別会社説明
 会にご参加ください。個別会社説明会で詳しい採用選考スケジュールをお伝えします。

個別会社説明会の申込はマイナビ・リクナビ当庫サイトをご覧ください。

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 392-0017  長野県諏訪市城南2-2353

お問合先 総務部  篠原魁

No. 諏訪地域の発展に貢献する建設技術集団

16 スワテック建設株式会社

業種区分 建設業

わが社の紹介

当社は大正15年の創立以来、地域に立脚した建設業者として、諏訪地方はもとより長野県内を一円に地域社会発展の一翼を
担ってきました。これまでに長野県及び各地方自治体等の発注による大規模建築工事と土木工事、個人や民間企業等の発注
による住宅、工場などの施工を数多く手掛けています。90年を超える歴史の中で多くのお客様に支えられながら、地元建設業
のリーダーとして地域社会の発展に貢献しています。

こんな人と
働きたい

当社の求める人物像は、工事に携わる様々な専門工事業者の方への連絡や工事中の天候の変化など予想外の出来事にどう
対処するのか決められる「自主性・決断力」と工事現場のリーダ的な存在として密にコミュニケーションを取り現場を管理するた
め「人をまとめた経験」があれば活かせる仕事だと思います。

採用選考スケジュール

3月1日）募集要項公開、3月～）応募受付、4月～）1次選考（適性試験・面接）、4月～）最終選考（面接）

TEL 0266-52-4343

従業員数 87名

従業員の職種 現場技術者(土木、建築)

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 ご希望の時期・期間に受入可能

概要
当社施工現場での施工管理業務体験
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- 出展企業情報 -

No. 最新のNC旋盤を250台超保有する製品に生命を与えるパーツメーカーです

17 株式会社セリオテック

業種区分 製造業

TEL 0266-58-3113

従業員数 77名

従業員の職種 製造技術、品質保証、生産管理

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 392-0015  長野県諏訪市中洲4771

お問合先 総務課  岡　智久

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 日程詳細はお問い合わせ下さい

概要

わが社の紹介

量産体制に自信有り！自動車における国際認証規格IATF16949も取得し、信頼と実績を積み重ね、着実に業績を伸ばし、安
定成長を実現しております。フレックス休暇制度、計画有給制度も実施、さらに食堂始め設備もリフォーム済みで、働きやすさに
も力を入れています。応募は文系理系問いません。既卒者、異業種の方の応募可能。会社見学は随時受付しています。HPに
紹介動画がありますので是非ご覧下さい。

こんな人と
働きたい

 1.コミュニケーション　－　わからないことをわからないと質問できること。当たり前ですが挨拶ができる人。
2.向上心　－　自分で目標を立てそれに粘り強く向かっていける人。また、できないことを挑戦して達成した時の喜びを経験して

 いる人。受け身ではなく自分で主体的に考えて行動できる人
 3.チームワーク　－　先輩や仲間と一緒に頑張ろうという心のある人。協調性

 4.好奇心　－　「モノづくり」が好きで、「モノづくり」の世界に興味がある人
慎重さはもちろん大切ですが「失敗したらどうしよう」と考え過ぎる必要はありません。それよりも「やってみよう！」という積極性を

 重視しております。

採用選考スケジュール

 3月1日）募集要項公開　　3月1日～下旬）応募受付　　4月初旬）会社見学・説明会　　4月下旬）選考開始（筆記・面接）

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 392-8585  長野県諏訪市四賀107

お問合先 企画課・主担当  名取　大地

No. 世の中を支える縁の下の力持ち企業

18 太陽工業株式会社

業種区分 製造業

わが社の紹介

太陽工業（太陽工業グループ）は精密プレス部品を世界のメーカー様とお取引させていただいています。太陽工業株式会社を
中心に、メッキ表面処理の「株式会社ハイライト」、金型のソフト開発の「太陽メカトロニクス株式会社」で構成され金型設計・製
作、プレス加工、表面処理、組み立てまでの一貫製造体制が強みの一つです。創業６０年不変の「人間尊重の精神」を経営理
念としております。また社会価値としてSDGsへの取り組みを積極的に推進しています。社員の幸せを目的とした人事教育制度
（公的資格取得、技能検定など）、福利厚生も充実しており、まずは社員を大切にする仕組み風土共に揃っております。

こんな人と
働きたい

 当社の経営理念である「人間尊重の～」にあるように、働く上でお互いを思いやることを大切にしております。
 そのため、コミュニケーションや主体性を最も大切にしております。

 多様な考え方を受け入れる風土も揃っているため、様々なタイプの社員が活躍しており、
 自分に合った活躍できるフィールドが必ずあります！

   　・モノづくりが好き！　・協力しながら進めることが好き！
   　・コツコツと取り組むことが好き！　・人と話すことが好き！

 色んな方を歓迎しています！まずは話を聞きに来てください！

採用選考スケジュール

   3月1日　募集要項公開　　3月上旬～　会社見学（1週間に1回程度）　　3月下旬～　採用試験（1回のみ）
※随時開催しております。

TEL 0266-58-7000

従業員数 550名

従業員の職種 製造・開発・金型設計・CAD開発・SE・品質管理・生産管理

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 8～9月、1月～2月　半日～最大3日間実施

概要
 金型を使った金属加工作業

 CAD/CAM作業
メッキ処理準備作業
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- 出展企業情報 -

No. ★年間休日120日以上★国内シェアNo.1★長野県から転勤なし★

19 東洋技研株式会社

業種区分 製造業

TEL 0266-27-2012

従業員数 253名

従業員の職種 【技術職】【総合職】とも活躍できる職場は多数！

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 394-0081  長野県岡谷市長地権現町4-8-7

お問合先 総務課  片倉安里紗

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 １DAYインターンを週2回程度開催（詳細はマイナビ2024）

概要
  ☆東洋技研ってどんな会社？　　☆先輩社員から仕事内容を紹介！（工場見学）
 ☆製品・社内設備の組立体験　　☆座談会（質疑応答）

わが社の紹介

 ★優良企業紹介誌「ALEVEL NAGANO 2024」（東京商工リサーチ）に29年連続掲載！
 ★46期連続黒字経営（2022年度売り上げ過去最高！）

メインの製品である【端子台】は電気の仲介や分配に使われる工業製品で、高層ビルや電車、FA、自動車の生産ラインなど日
本中で活躍しています。皆さんの身近な所では、信号機や東京スカイツリー、携帯の基地局、EV用急速充電器などに使われて
います！

こんな人と
働きたい

 ものづくりが好きな方大歓迎！入社後の研修や資格取得の支援制度も整っているため、ノウハウは入社後に学べます！
 【技術職】…製品設計/金型設計・製作/機械設計・製作

【総合職】…企画/管理/指示/改善等

採用選考スケジュール

【随時受付（所要期間約1ヵ月）】書類選考、一次選考（適性テスト・面接）、最終選考（面接・最終面接までに工場見学あり）

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 393-0000  長野県諏訪郡下諏訪町4867-8

お問合先 人事部　リーダー  山本大地

No. 高品質な技術でお客様の価値を高める総合ICTサービスを実現します。

20 日本ナレッジ株式会社

業種区分 運輸・通信業

わが社の紹介

 ◆ビジョン
 ソフトウェアテストを自動化させる

 テストオートメーションカンパニーを目指す
  ◆弊社について

 1985年に業務系アプリケーションソフトの開発会社としてスタートし、着実に事業を拡大してきた当社。
 現在はソフトウェア検証、ソフトウェア開発の二つの事業を軸に業績を拡大してきております。

  ＜ 当社は拡大期に入っています！＞
現在、社員数が330名を超えてきている中、来期はさらなる拡大を目指しており、採用数も前年よりも増える事が予想されます。

こんな人と
働きたい

採用選考スケジュール

3月1日）募集要項公開、3月1日～中旬）応募受付、4月初旬）1次選考（筆記・面接）、4月中旬）最終選考（面接）

TEL 03-3845-4781

従業員数 330名

従業員の職種 テストエンジニア、開発エンジニア

インターンシップについて

受入可否 不可 実施時期・期間

概要
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- 出展企業情報 -

No. 研究開発に力を注ぎ、多くの独自技術を開発し、多様なニーズに応えています

21 日本ミクロン株式会社

業種区分 製造業

TEL 0266-23-8373

従業員数 65名

従業員の職種 技術、製造、営業、事務

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 394-0048  長野県岡谷市川岸上3-4-5

お問合先 総務部　部長  武井淳也

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 ご希望の時期、期間にて受け入れ可能

概要
製造工程の体験、検査・測定設備等を使用して評価・分析等を行っていただきます。

わが社の紹介
技術開発に力を注ぎ、独自の技術、設備、保有する特許を活かし、多様な機能性と高い信頼性を実現し、お客様のニーズに

 的確に対応した製品を製造しています。
基本理念に掲げる「信頼」をキーワードに、ものづくり・コミュニケーション・職場づくりを心掛けています。

こんな人と
働きたい

企業は1人では成り立ちません。様々な人が集まり、力を出し合い、責任を果たしてこそいい仕事が生まれ、そして企業は動きま
す。日本ミクロンでは、人一倍の好奇心を持って物事に取り組む熱意、何としてでも最後までやり遂げる実行力、そんなチャレン
ジ精神旺盛な人をお待ちしております。

採用選考スケジュール

3月1日　エントリー開始、会社説明会開催（対面・ＷＥＢ）、1次選考、最終選考

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 391-0001  長野県茅野市ちの650

お問合先 総務人事課　課長  味澤広明

No. 人や社会に役立つ"モノづくり"を提案しています

22 野村ユニソン株式会社

業種区分 製造業

わが社の紹介

社会・地域・人・環境との調和を図り、人や社会に役立つ"モノづくり"を提案。変化する時代に独自の技術で未来に向かって挑
 戦する集団として未来を創造します。

当社は、1954年の創業以来、「世の中の役に立つこと」「人が喜ぶこと」をビジネスにしたいという理念のもと、様々な環境変化
 の中、独自技術で勇敢に挑戦し、成長してまいりました。

これまで培ってきた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。

こんな人と
働きたい

 野村ユニソン株式会社及びグループのモットーはチームワーク第一。
企業理念の精神と「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。
チームで協力し顧客に向き合い、明るく、楽しく、健康で一生懸命に仕事に取組める皆さんをお待ちしております！

採用選考スケジュール

3月1日）募集要項公開、3月1日～中旬）応募受付、4月初旬）1次選考（SPI・面接）、4月中旬）最終選考（面接）
※このスケジュールは一例です。皆さんのご希望に合わせ随時選考を行わせて頂きます。

TEL 0266-72-6151

従業員数 380名

従業員の職種 設計、組立、製造、生産技術、生産管理、品質管理、営業

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 通年・半日、9月・5日間、ご希望に合わせ実施を計画致します

概要
 半日：会社説明、工場見学や先輩社員との座談会

5日間：設計体験コース
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- 出展企業情報 -

No. 災害問題に正面から向き合う　～諏訪地域の安全のために～

23 藤森土木建設株式会社

業種区分 建設業

TEL 0266-52-1766

従業員数 30名

従業員の職種 土木施工管理職

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 392-0021  長野県諏訪市上川2-2190-1

お問合先 総務部  堀内

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 通年・1日  ご希望の時期・期間に受入可能

概要
 ・会社説明

 ・工事現場見学
・業務体験

わが社の紹介
 私たち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。

ダムやトンネル、道路工事だけでなく、土砂崩れ等、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。

こんな人と
働きたい

学部、文理は不問です！地域に貢献したい方、まちの人々が快適に生活ができるよう、自分たちが支え、守っていくという気持
ちをお持ちの方お待ちしております。

採用選考スケジュール

 3月1日より募集要項公開
3月1日より順次　会社説明会、応募受付、選考（適性検査・面接）

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 391-0011  長野県茅野市玉川11400-327

お問合先 総務部　部長  伊藤　健二

No. 産業用生産設備のトータルソリューションカンパニー

24 プレマテック株式会社

業種区分 製造業

わが社の紹介

より効率的で、より快適なものづくりを支える――。当社は普段皆さんが使っているスマートフォンやテレビなどの製造にかかわる
機械装置や様々な量産工場で使用される自動化装置を設計・製作・販売に一貫して取り組んでいます。国内外のメーカーが

 お客様で、そのすべてをオーダーメイドで行っている会社です。
2021年には東証スタンダード上場企業である「フジプレアム」のグループ会社となり、より強固な安定基盤を確立。事業拡大が

 進む中、新たな人材を採用することで飛躍を実現させていきます。
 また長野県SDGｓ推進企業として仕事とプライベートのワークライフバランスに力を入れ働きやすい職場を目指しています。

こんな人と
働きたい

当社では「3年サイクルでなりたい姿を想像し行動してほしい」という考えがあります。目標を持ちアイデアと前向きに挑戦できる方
 を歓迎します。

チームで仕事を進められるコミュニケーション力のある方をお待ちしています。

採用選考スケジュール

 3月1日　リクナビから情報発信
 会社説明会、選考試験（適正検査、面接、論作文）の情報を確認してください

 

TEL 0266-79-7363

従業員数 83名

従業員の職種 機械設計、電気設計、装置組立

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間   通年：1～2日間　ご希望の時期、期間に受入可能

概要
機械設計と組立の基礎を学んでいくための模擬体験として構造物（ストローブリッヂ）の製作を行っていただきます。自分で構想
し、形にするモノづくりの面白さを体験していただけるプログラムです。
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- 出展企業情報 -

No. ホテル紅やは更なる自身の成長が期待できる環境も整っています

25 株式会社ホテル紅や

業種区分 サービス業

TEL 0266-57-1115

従業員数 190名

従業員の職種 接客サービス、調理（和食・洋食）

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 392-0027  長野県諏訪市湖岸通り2-7-21

お問合先 管理部　採用担当  竹松　史人

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 通年・2日間

概要
接客・調理部門で現場スタッフのサポートを受け、業務体験をいただけます。

わが社の紹介

 当社は1987年に都市型ホテルと旅館のぬくもりを一つにしたニューリゾートとしてオープンしました
以降ホテル事業と中央道並びに上信越道二つのサービスエリアの運営や、別館「稀石の癒」をオープン。もう一度訪れたいホテ
ル、サービスエリアを目指して2022年すべての人に使いやすいようにデザインすることを目的としたユニバーサルデザインを採

 用し、ホテルの貸切風呂をリニューアルしました
2021年から社員個々の能力や特性を生かしお客様へオリジナル性の高いサービスを提供することを目的とした「マイスター制

 度」を導入しました
新たな接客アイディアを提案することで、更なる自身の成長が期待できる環境も整っています

こんな人と
働きたい

 人が好き、誰かが喜ぶと自分も嬉しい。
 楽しい事が好き、自分が楽しいことをお客様にも伝えたい。

楽しめることを自分で見つけられる人。

採用選考スケジュール

1）会社説明会開催（対面・オンライン）、2）3月1日エントリー開始、3）書類選考、4）選考試験（適正検査・面接）

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 394-0085  岡谷市長地小萩3-9-22

お問合先 総務部  南澤和也

No. あなたの力を貸して下さい。一緒に会社を変えていきませんか。

26 松澤工業株式会社　岡谷支店

業種区分 建設業

わが社の紹介

 『仕事は厳しく、人には優しく、チームワークの良い会社です』
 

 建物等の設備全般を、設計から施工管理まで行っています。
 ゼネコン（元請け）より建物内の工事全般の施工管理を任されます。
 空調、ボイラー、消火、ガス、電気等、ライフライン設備全般に関わる

 仕事です。
 

 今後は幅広く、様々な分野へ挑戦していきます。

こんな人と
働きたい

 当社は、ライフラインに直結した責任ある仕事をしています。今迄はともかく、これから頑張って行ける。
 いくつかの資格（国家資格）も必要になりますので、目標を作りそれに向かって頑張れる。

 そんな『あなた』を待っています。
 

岡谷の地で、一緒にスタートを切りませんか。

採用選考スケジュール

 マイナビ、リクナビを更新していますので参照して下さい。
 面接重視です。

TEL 0266-27-7642

従業員数 60名

従業員の職種 設計・積算、工事管理（代理人）、配管作業、営業、事務全般

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 日数含め柔軟に対応します

概要
 会社の業務に関係した企画を作成し、説明、効果や検証をやってみます。

時間があれば現場で何をやっているか、見に行きます。
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- 出展企業情報 -

No. 製品に命を吹き込む1000℃の情熱

27 株式会社丸眞製作所

業種区分 製造業

TEL 0266-75-8101

従業員数 95名

従業員の職種 事務職（生産管理、品質保証）、生産技術

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 394-0091  長野県岡谷市10016番地471

お問合先 管理部  柏原明彦

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間   1DAY（随時）

概要
会社説明、実務を予定しています

わが社の紹介

 当社は「熱処理加工」を主におこなっている会社です。
 ピンと来ない方が多いかと思います。

簡単に説明をすると、素材に熱処理加工を加えることで「もとの素材を強くする。力を最大限に発揮させる。」そういった、素材に価値を足す
 技術です。

社風は、若手からベテランまでの男女全社員がともに仕事を取り組む中で感性を研ぎ澄まし、相手を思いやり、仕事に夢と誇りをもって立ち
 向かえる仲間であること、そして働きやすい環境を醸成していくことを志しています。

 ”なんとなく気になる”
そんな理由でも構いませんのでお気軽に説明を聞きに来てください！

こんな人と
働きたい

 熱処理の知識は入社後の実務を通じ身に着けていきます。
 学部は問いません。

何より意欲のある若者を求めています！

採用選考スケジュール

 3月1日～募集要項公開・説明会(マイナビ)受付開始
説明会参加後随時 → 応募受付 → 選考（筆記、適性検査、面接）

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 394-0031  長野県岡谷市田中町3丁目4番21号

お問合先 総務部  河西　太郎

No. お風呂から自動化ロボットまで、信州の暮らしとモノづくりを支える商社

28 株式会社マルニシ

業種区分 卸・小売・飲食業

わが社の紹介

上下水道管、トイレなどの住宅設備は暮らしを支え、鋼材、工作機械は信州のモノづくりに不可欠なもの。それらの仕入れ販売、
 配達を通して、長野県の当たり前を支えています。

 商社という言葉に何を思い浮かべますか？どちらかというとクールな職場のイメージが強いのではないでしょうか。
一方、当社の職場では「いらっしゃいませ」がよく聞かれます。店頭に来てくれるお客さんに向けてのもので、商社でありながら対
応力もピカイチなのです。もちろん、営業会社として機動力にも自信があります。地元で活気のある職場をお探しの方、ぜひ当社
のブースへお立ち寄りください！

こんな人と
働きたい

当社は、求める人物像を限定していません。それは当社が、ひとえに人材のみを強みに拡大してきたからです。もし、当社にしか
ない製造技術や定番商品があれば、それをベースに求める人物像をある程度絞っていたかもしれません。しかし現状はそうで
はありません。強いて言えば、お客様との信頼関係、取扱商品知識はゼロからのスタートになるので、最初うまくいかないことを心
づもりしていただくことくらいです。「入った会社に染まる」という表現を聞きますが、マルニシでは「会社も社員の色の集まり」です。
ぜひ、マルニシに新しい色の新しい風を吹かせてください。

採用選考スケジュール

1月30日：リクナビ2024プレオープン、2月27日～3月22日：単独会社説明会（5回いずれかへの参加をもってSPIをご案内）、並行してSPI及び
OpenES審査、3月下旬～4月中旬：一次選考（各店舗にてグループワーク、面接）、4月中旬～5月上旬：最終試験（岡谷本社にて役員面接）

TEL 0266-22-5024

従業員数 264名

従業員の職種 営業、営業事務、情報システム、倉庫配送

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 定例冬季1dayは終了、応募状況により内容等調整します。

概要
 定例冬季1day

 １．自己分析、ボードゲーム（手作り）を社員とチームを組んで行う
 ２．業務ツールを使ってお客様への提案資料作成体験をする　　　　　※１、２は選択日程制を採用しました
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- 出展企業情報 -

No. アイデアとテクノロジーで「はこぶ」の未来をひらく

29 マルヤス機械株式会社

業種区分 製造業

TEL 0266-23-5630

従業員数 430名

従業員の職種 技術職（機械設計、電気制御設計）、営業職、総合職（一般事務）

文系・理系 理系歓迎

住所 394-0042  長野県岡谷市成田町2-11-6

お問合先 総務課  板山　力

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 2023年2月まで随時開催（マイナビ2024より受付中）

概要
「はこぶ」のアイデアとテクノロジーを学ぶ1day仕事体験！当社のコンベヤを組み立て、搬送物を運ぶ実験を体験。工場見学ツ
アーでは2021年に竣工した新工場を中心に、機械設計や電気制御設計、生産管理、組付・加工エリア、食堂などを見学。

わが社の紹介

 皆さんが日々手にする食品や、日用品、電化製品。その生産工場で私たちのコンベヤが活躍しています。
当社は設立以来80年以上、「はこぶ」技術の開発に取り組み、日本全国、世界各国の工場で日夜稼働し続ける生産ラインを

 縁の下から支えてきました。
 当社の製品は、研究開発から設計、製造、販売まで一貫体制の下でつくられています。

コンベヤを構成する部品一点から設計、加工を手がけることによって、高品質・短納期な製品の製造を実現しており、多種多様
 なお客様のニーズにもお答えしています。

社員一人ひとりが自信と誇りを持って業務に励んでいます。

こんな人と
働きたい

 「ものづくり」が好きな人。
当社の一貫体制は、自ら描いた設計図が完成品となって動き出すまでを見届けることができる、やりがいを感じられる仕事です。自分のア

 イデアや工夫を製品にしたい、という「ものづくり」への情熱を持ち、以下のどれか一つでも実践できる人を求めています。
  　・コミュニケーション力を組織の中で発揮できる。

 　・自身の成長や目標を達成するためのチャレンジ精神を持つ。
 　・モラルを理解し、社会人としての基本行動ができる。

 　・決めたことをやり切る実行力と判断力がある。
　・問題意識を持ち改善につなげることができる。

採用選考スケジュール

3月1日・マイナビ2024より企業エントリー受付（インターンシップは2月まで受付中）、
 4月初旬～一時選考（ＳＰＩオンライン検査、本社で見学および筆記試験）、4月中旬～最終選考（面接）

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 393-8585  長野県諏訪郡下諏訪町3128

お問合先 人事総務部人事グループ  中村　剛

No. メイド・イン・ジャパンにこだわった高画質・高精細の印刷技術を搭載

30 武藤工業株式会社

業種区分 製造業

わが社の紹介

武藤工業は、“Made in Japan”にこだわった開発・生産を長野県・下諏訪町で行っており、アメリカやヨーロッパにも拠点があるグ
ローバル企業です。主力事業の「大判インクジェットプリンタ」は、看板広告やポスターなど大きなものを印刷する際に使用され、
街中を色鮮やかに彩っています。また、紙以外の様々なものにも綺麗に、素早く印刷でき、MUTOHプリンタの豊富な種類と高画
質・高精細の印刷技術による品質の高さは世界的に高い評価を受けています。

こんな人と
働きたい

何事にも前向きに取り組める方、学生時代やこれまでに培った技術力や営業力をはじめとした知識や経験を生かしたい方、地
 元の活性化に繋げたいという方からのご応募をお待ちしています。

 ■ファームウェア・ソフトウェア開発
 ■電気・回路設計

 ■機構設計
 ■国内営業

■海外営業

採用選考スケジュール

 3月1日）募集要項公開、3月1日～中旬）応募受付、4月初旬）1次選考（面接）、4月中旬）最終選考（面接）

TEL 03-6758-7112

従業員数 300名

従業員の職種 技術（メカ・エレキ・ファーム・ソフト）、営業（国内・海外）

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 ご希望の時期・期間に受入可能

概要
「モノづくりを支える」という創業の精神を紡ぎ続けることで機械遺産にも登録された製図機械「ドラフター」などの商品を生み出し
たMUTOH。当社独自の「伝統」技術と「先進」技術が融合されたプリンティング技術を知ることができる内容になっています。
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- 出展企業情報 -

No. 「モノづくり」に興味があれば、活躍できるフィールドは無限大です。

31 株式会社ユーシン

業種区分 製造業

TEL 0266-57-5600

従業員数 120名

従業員の職種 技術系職種、営業系職種、事務職

文系・理系 理系・文系歓迎

住所 392-0015  長野県諏訪市中洲4467

お問合先 総務財務経営企画室  塩浜　潮

インターンシップについて

受入可否 可 実施時期・期間 通年・１日間

概要
省力化専用機の組立セクションにて実装置を組立メンバーと一緒にツーリングを行うことにより実践的技術的感覚を体感して頂
きたい。

わが社の紹介

　当社はFA機器や省力化専用機の設計・製造・設置後のアフターフォローまでを一貫して対応する企業です。生産システムの
自動化・省力化を目指し、メカトロニクスのあらゆる分野を切り拓き続けています。当社が作っているものは汎用機ではなく専用
機。したがって、ユーザーによって１つ１つのスペックが異なります。それらをユーザー仕様に合わせ、構想・設計し、部品加工

 から組立完成までを一貫作業で行います。
創業以来約50年にわたり、半導体、液晶、電子部品、自動車関連など様々な工程の設備納入実績があり、当社は「世界に1

 つしかない製造装置」が製造できる提案力と技術力を持つ企業として多くの企業に認知されています。

こんな人と
働きたい

 勇ましく進み続けたい＜勇進＞。
 雄大な心を持ち続けたい＜雄心＞。

 ・・・という思いを込めてつくられた社名「ユーシン」。
 また、他にも、漢字の組み合わせは無限にあります。いろいろな漢字でいろいろな「ユーシン」ができるように、無限の可能性、無限の広がり

 をめざし、成長し続けたい・・・。当社は現状に満足することなく、常に更なる飛躍を求めて日々努力をしています。
 求める人材

  社名の意味から・・・成長したいと常に願い努力する人。何かに打ち込み、その充実感を知っている人。明るく、元気よく、あいさつができる
 人。

採用選考スケジュール

通年)工場見学実施、3月1日以降）応募受付、4月1日以降）1次選考（筆記・面接）
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- 出展企業情報 -

勤務予定地 基本給

本社（諏訪市）

本社（諏訪市）

42億円

勤務予定地 基本給

茅野市白樺湖
19万円～30万円（年齢、経
験、能力などを考慮します）

特記事項
 勤務時間：シフト制。6：00～22：00の間での実働7時間30分。（休憩1時間）職場により異なります。

◆健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・退職金制度・社員寮／社宅あり・社内託児所（無料）・グループ施設の無料
利用制度（ホテルのみ年2回）・産休育休制度（取得実績あり）・慶弔見舞金制度・資格取得制度

わが社の紹介
白樺湖の開拓より携わり、創業68周年となります。雄大な山々に囲まれたこの地に、住んで良し・訪れて良しの長期滞在型リゾー
トを目指し取り組んでいます。世界に肩を並べるリゾートにする事が私たちの夢です。ここでしか体験できない時間をお過ごし頂き、

 大切な思い出をお持ち帰り頂く事が私たちの喜びです。2023年4月には、池の平ホテル本館がリニューアルオープンします。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

総合職（宿泊客室・レストランサービス） 正社員
高卒以上。未経験歓迎。
U・Iターンも多い職場です。

TEL 0266-68-2211

資本金 8,000万円 売上高

従業員数 320名

業種区分 サービス業

住所 391-0392  長野県茅野市白樺湖

お問合先 管理部人事  澤井　万幸

特記事項

・会社説明会は、お申込みの都度調整して行っています。対面式・オンラインいずれも対応可です。ご都合のよい日にち（第1～
 第3希望）を担当までお知らせください。

・当社は、長野県の「UIJターン就業・創業移住支援金」の支給対象企業に認定されています。（単身の場合最大60万円、2人以
 上世帯の場合最大100万円、長野県から支給されます）

No. みんなの夢をかなえる感動いっぱいの世界一あったかいリゾートを目指します

2 株式会社池の平ホテル＆リゾーツ

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

システムエンジニアを目指す方 正社員
業務上、普通自動車免許

 （AT限定可）が必要です。

システムエンジニア経験者 正社員
業務上、普通自動車免許

 （AT限定可）が必要です。

従業員数 40名

わが社の紹介

 当社は、企業から依頼を受けデバイスのソフトウェアを開発している会社です。
お客様の業務合理化や人手不足解消等のニーズに応えるシステムを開発するため、最先端・最新の技術の習得を積極的に

 行っています。
一昨年、富士見町にある入笠山へ山野草を見に日本全国から訪れる登山者向けに、現地で咲く花をスマートフォン・タブレットで
撮影するとAIが判別して、花の名前や由来を表示するアプリを開発しました。現在はこれを応用して、AIが書類の数字・文字を認
識し自動でデータ化し内容をチェックするシステムや、AI画像認識技術を用いて倉庫にある在庫の検品業務を自動化するシステ

 ムの開発を進めています。

住所 392-0021  長野県諏訪市上川2-2173-5

お問合先 経営管理部  松崎　志保

TEL 0266-52-9458

No. システム開発を通じて人の役に立ちたいという志を持つ方、共に働きましょう

1 アルティメイトプロジェクト株式会社

業種区分 運輸・通信業

資本金 3000万円 売上高
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- 出展企業情報 -

32億円

勤務予定地 基本給

長野県岡谷市 経験等により応相談

岡谷市、東京、大阪、名古屋 年齢、経験等により応相談

長野県岡谷市 経験等により応相談

173億400万円

勤務予定地 基本給

長野県中南信地区の各店舗 196,200円～

長野県中南信地区の各店舗 177,400円～

auショップ飯田（長野県飯田市育良町） 177,400円～

特記事項

 勤務時間：10：00～19：00（実働時間8時間）
 年間休日：125日（計画年休5日間を含む）

福利厚生：◆社会保険完備◆自家用車購入割引制度◆社員懇談会制度◆同好会制度◆積立年休制度◆自己申告制度◆
共済会制度◆育児休職制度◆介護休職制度◆再雇用制度◆まちイチ休暇制度◆永年勤続表彰◆各種祝金◆誕生祝◆結
婚祝◆配偶者誕生祝ケーキ◆子女入学祝◆定年退職祝◆契約施設◆社員クラブ◆保養所　など

正社員
 学歴：高卒以上

資格：普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

auスタッフ 正社員
 学歴：高卒以上

資格：普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

わが社の紹介

 当社は長野県中南信地域で展開するトヨタ自動車の正規ディーラーです。
トヨタ車・レクサス車の販売、自動車の点検整備、auの携帯電話の販売などを通じて、お客さま・地域社会・社員とその家族の皆

 さんに素敵をお届けすることをモットーにしております。
お客さまに安心・安全・快適・便利なカーライフを送っていただくために、社員一人一人が日々の仕事に取り組んでいます。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

総合職（営業） 正社員
 学歴：高卒以上

資格：普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

総合職（アテンダント）

TEL 0263-25-9020

資本金 5,000万円 売上高

従業員数 415名

業種区分 卸・小売・飲食業

住所 390-0837  長野県松本市鎌田1-9-13

お問合先 総務部　主任  赤羽史彦

特記事項

 勤務時間：8:20～16：55
 年間休日：120日（土日完全週休2日制）

 社員食堂あり
社宅あり

No. 私たちと一緒に人に素敵をお届けしましょう！ブースでお待ちしております！

4 NTPトヨタ信州株式会社

正社員 不問

製造 正社員 不問

わが社の紹介

 株式会社エグロは創業以来85年に渡り、各種工作機械を自社ブランドで開発・製造・販売している完成品メーカーです。
当社の工作機械は世界中の「モノづくり」現場で活躍し、社会の発展に貢献しています。「JUST  FIT  JUST  YOUR's」お客様に
とって最適な機械を作ることを製品開発の原点においています。職場はベテランから若手まで満遍なく在籍し、多くの若い技術者
がモノづくり現場で活躍しています。SDGs活動や委員会活動、各種イベントなどで社内の結束や融和を図っています。近年では
各種社内外研修に加え、資格取得奨励制度など人材育成に力を入れています。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

設計職 正社員 理系出身者

営業職

TEL 0266-23-5511

資本金 8,580万円 売上高

従業員数 175名

業種区分 製造業

住所 394-0043  長野県岡谷市御倉町8-14

お問合先 総務部  伊東昌彦

No. 自社ブランドで各種工作機械を開発・製造・販売している完成品メーカーです

3 株式会社エグロ
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256億3,100万

勤務予定地 基本給

長野県、東京都 前職考慮のうえ決定

117億円

勤務予定地 基本給

岡谷市他長野県内 200,000円～

岡谷市他長野県内 200,000円～

岡谷市（本社）・中信支店（塩尻市） 200,000円～

特記事項 土木・建築系の国家資格には各種手当があります。

正社員
 建築施工管理技士（1級・2級）

建築士（1級・2級）

営業 正社員   普通自動車運転免許（ＡT限定不可）

わが社の紹介

創業は大正9年（1920年）。一世紀企業として今まで多くの現場に携わってきました。土木・建築共に長野県内一円はもちろん、
近隣各県での実績が多く、トンネル・砂防堰堤・道路・橋梁や庁舎・学校・病院・福祉施設・工場等々の多方面にアプローチできる
総合建設業です。今まで培ってきた知恵と技術力、創業から100年を超えた安定性と信頼性を兼ね備え地域に貢献できる事が
わが社の魅力です。若い皆さんの「発想力」や「価値観」を社員全員で共有し、発揮できる職場を目指し、それに合わせて建設業

 新4Ｋ（給料が高く、休日が多く、希望が持てて、かっこいい）の取り組みを進めていきたいと考えています。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

土木施工管理職 正社員 土木施工管理技士（1級・2級）

建築施工管理職

TEL 0266-23-5671

資本金 1億円 売上高

従業員数 130名

業種区分 建設業

住所 394-0029  長野県岡谷市幸町6番6号

お問合先 総務部　総務課  笠原　俊司

特記事項
65歳定年制、独身寮、社員食堂、完全週休二日制、制服貸与、従業員持株会制度、財形貯蓄、住宅資金融資制度、総合医
療保険制度、退職金制度、各種厚生活動・クラブ活動など

No. 信州のまちを創るお手伝い。次の100年も！

6 株式会社　岡谷組

わが社の紹介

 創業以来、当社は「光」の専門メーカーとして多くの産業分野で幅広い貢献をしてきました。
当社の光技術は半導体・液晶・電子回路基板業界の世界トップ企業に採用され、みなさんの身近なスマートフォン、タブレット端

 末などを製造するうえで必要不可欠なものとして使われています。
光の領域は次々と広がっており、医療・環境・農業など最先端かつ将来性豊かな新分野へも事業展開しています。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

技術職全般 正社員 装置メーカーでの勤務経験必須

TEL 0266-73-1611

資本金 5憶8,840万円 売上高

従業員数 486名

業種区分 製造業

住所 391-0011  長野県茅野市玉川4896

お問合先 諏訪総務G  名取高広

No. 最先端電子デバイス製造装置から医療機器まで、「光」で未来を創造する企業

5 株式会社オーク製作所
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274億円

勤務予定地 基本給

長野県茅野市 204,000～320,500円

長野県茅野市 204,000～320,500円

長野県茅野市 204,000～320,500円

長野県茅野市 910～1,010円

5億4800万円

勤務予定地 基本給

長野県岡谷市
　月給：200,000円～
　　　　　　　　　350,000円

長野県岡谷市
　月給：200,000円～
　　　　　　　　　350,000円

長野県岡谷市
　月給：250,000円から
　　　　　　　　　350,000円

長野県岡谷市
　月給：220,000円から
　　　　　　　　　350,000円

特記事項

 岡谷工場通常勤務　8:00～17:00
 現場遅番　　　　　　15:00～24:00

 

工場見学など随時可能です。お気軽にご相談ください。

正社員 ・普通自動車免許(通勤時に使用)

営業アシスタント【リーダー候補】 正社員
 ・高卒以上

・将来的にはマネージャーを目指す方

生産管理【リーダー・マネージャー候補】 正社員
 ・高卒以上

・将来的にはマネージャーを目指す方

わが社の紹介

私達の社是は「幸最大(しあわせさいだい)」です。私達そして私達と関わった全ての人・物・事を幸せにするため日々挑戦をしてい
 ます。

当社では精密板金・各種関連部品加工を行っております。また今後のCREST GROUPでは100社33か国33業種を目指し、既存
事業のみならず、宇宙開発事業、サービス事業など「モノ」だけでなく「コト」の提供をバランスよくできる会社を目指します。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

レーザー加工機オペレーター 正社員 ・普通自動車免許(通勤時に使用)

CADオペレーター

TEL 0266-22-5502

資本金 500万円 売上高

従業員数 47名

業種区分 製造業

住所 394-0000  長野県岡谷市西山1723-41

お問合先 総務部  西澤　成美

特記事項

 勤務時間：定時勤務　8時25分～17時25分　※職種職場により交替勤務あり
 昇給：年1回、賞与：年2回、諸手当：通勤費(高速通勤可)、交替勤務手当、職場手当、家族手当、役職手当等

 福利厚生：社会保険、企業年金、家賃補助(遠方出身者)、従業員持株会、食堂、保養所、ガソリンスタンド、風呂、洗濯機等
 休日休暇：年間休日124日(週休2日制・長期休暇)、慶弔休暇、永年勤続特別休暇

No. 新しいことを提案し挑戦できる環境で働いてみませんか？

10 Crest Precision株式会社

正社員
制御プログラム・FA機器を

使った設備の設計・製造経験

メカ設計 正社員
メカ設計経験者(CAD・CAM)、
機械設備の組立・修理経験

検査業務 パート 学歴・経験・知識不問

わが社の紹介

東京ドーム2個分の敷地面積を所有し、黄銅棒及び黄銅加工品の製造・販売を行う伸銅品事業を展開しています。当社の製品
は各種機械や建築資材、水栓金具、ガス機器、家電製品、自動車部品など、幅広く使用されています。1960年から培った合金
技術を活かし、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。また、国
際的な認証規格ISO14001を取得し、地球環境保全にも取り組んでいます。わが社は10年前と比較し、3割以上売上げを伸ばし
ており、今後も成長を見込んでいます。また、親会社の株式会社キッツは東証プライムに上場しています。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

電気保全 正社員 学歴不問、電気・機械設備保全経験必須

エンジニア(DX担当)

TEL 0266-79-3030

資本金 4億9,000万円 売上高

従業員数 260名

業種区分 製造業

住所 391-8555  長野県茅野市宮川字小早川7377

お問合先 総務人事グループ  平柴　利枝子

No. 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

9 株式会社キッツメタルワークス
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85.8億円

勤務予定地 基本給

諏訪市、松本市　他1都7県（ご希望可） 262,322円～

勤務予定地 基本給

富士見町 950～1,000円

富士見町 240,000～350,000円

富士見町 240,000～350,000円

特記事項

 【勤務時間】8：20～17：20（実働8時間、パートの場合は週3日～1日5時間以上）
  【年間休日】115日　　　【休暇】特別休暇（結婚、出産、忌引き）、リフレッシュ休暇の取得推奨

  【給与】日給月給制（パートは時給）、等級制度を採用　　　【手当】通勤、時間外、家族、役職
  【賞与】年2回　　　【昇給】8月に選考審査を行い決定

 【退職金】勤続2年以上（退職金共済加入）
 【その他】永年勤続表彰あり

正社員
 機械、電気電子系科目履修

必要な経験：モータの設計開発

生産技術エンジニア（DX担当） 正社員
 機械電気電子情報系科目

生産技術、製造現場の自働化の経験

わが社の紹介

当社は、航空・宇宙/自動車/半導体製造設備/機械・工具など向けの特殊モータの設計開発・試作・製造やモータ関連部品の
購入・選定相談をしているBtoB企業です。当社のＶＩＳＩＯＮは、自分・会社・お客様・社会と、四方よしの関係を築き、特殊モータ
業界Ｎｏ．１になることを目標としています！当社は、固有技術に依る特殊モータを製造し続けることで、社会の発展に貢献してい
ます。それにより、従業員の豊かで幸せな人生の実現を目指しています。長野県職場いきいきアドバンスカンパニー認証、社員の
子育て応援宣言、健康経営優良法人2022認定など生産性向上を図りながら、従業員の職場環境改善に取り組んでいます。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

製造・組立 パート 不問

設計開発

TEL 0266-62-5283

資本金 2,715万円 売上高

従業員数 66名

業種区分 製造業

住所 399-0214  長野県諏訪郡富士見町落合字南原山13414-1

お問合先 総務部リーダー  樋口　絵美

特記事項

 コープデリ連合会100％出資の企業。長く安心して働ける職場として、従業員からも満足度が高い会社です。
土日休み、夜配達なしで日中の配達業務で従業員が仕事とプライベートどちらも充実した時間を過ごせるよう待遇面を整えてい

 ます。
 ・年間休日　109日

・勤務時間　8：00～17：00

No. 『想いを動かす』～究極の特殊モータへ挑戦を～

12 ゴコー電工株式会社

わが社の紹介

株式会社トラストシップは、コープデリ生活協同組合連合会100 ％出資のグループ会社として、生協配達業務を担っています。
 1.5tトラックで、【コーープデリ】商品を毎週固定している利用者宅へ配達して頂きます。

【私たちは、地域に安心と笑顔をお届けします】のスローガンを基に、地域のくらしと社会に貢献する事を目指し約1650名の社員
 が配達を行っています。

 お客様から感謝されるお仕事で、地域貢献したい！と入社する社員が多く在籍をしています。
現在、長野県内7事業所を含む1都7県47事業所を展開、今後も事業拡大を予定しており安定感は抜群です。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

コープデリ配達員 正社員
 ※要・準中型免許

準中型免許取得支援制度あり

TEL 070-7517-8370

資本金 2000万円 売上高

従業員数 1650名

業種区分 運輸・通信業

住所 359-0012  埼玉県所沢市坂之下166-3

お問合先 採用課  本多　景子

No. 生協の宅配は多くの需要があり、地域の皆様に必要とされているお仕事です！

11 コープデリグループ　株式会社トラストシップ
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- 出展企業情報 -

69億

勤務予定地 基本給

諏訪市四賀

3億5千万円

勤務予定地 基本給

本社工場

特記事項

 年１回の社員旅行を行うなど、
 社員同士のコミュニケーションの向上を図っています。

 定年は６５歳ですが、それ以降も働けます。
 明るく、長く働ける会社です。

わが社の紹介

 当社は、2024年に創業57年を迎える
 金型部品・治工具を製造している会社です。

 高精度、高難度の製品を手掛けています。
 会社創立以来着実に業績を伸ばし、

 大手企業と直接取引を行い安定成長を遂げています。
 当社が大手企業と直接取引できるのは、

 半世紀に渡る歴史と高い技術力・対応力を信頼されているからです。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

製造（工作機械のオペレーター） 正社員 不問

TEL 0266-27-7123

資本金 4970万円 売上高

従業員数 25名

業種区分 製造業

住所 393-0075  諏訪郡下諏訪町中央通245番地

お問合先 代表取締役  五味 威

特記事項

No. 技術と信頼を大事にする会社です。ものづくりが好きな人、あつまれ！

14 株式会社五味工業

わが社の紹介
世界シェア38％を誇る自動車部品を中心に、今後は医療機器分野を含む新分野への展開を試み、右肩上がりの売上実績を誇

 る当社において将来の中枢を担う従業員候補として働いてみませんか。
超精密技術で作り上げた製品を世界に発信することで、地球規模の環境問題の解決に貢献できる企業を目指しています。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

技能職 正社員 不問

TEL 0266-52-6100

資本金 9750万円 売上高

従業員数 290名

業種区分 製造業

住所 392-0012  長野県諏訪市大字四賀942番地2

お問合先 総務部　総務課  五味　直彦

No. 世界シェアを持っている部品を製造しています！お気軽にお立ち寄り下さい。

13 株式会社小松精機工作所
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- 出展企業情報 -

41億6800万円

勤務予定地 基本給

諏訪市 200,000円～350,000円

諏訪市 200,000円～350,000円

諏訪市 200,000円～350,000円

40憶円 前年度実績

勤務予定地 基本給

諏訪市 大卒201,000円

諏訪市 大卒198,000円

特記事項

 加入社会保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険
 退職金制度有り：401ｋ

 年間休日120日、内フレックス休暇5日
就業時間　8：20～17：00

正社員 不問

わが社の紹介

量産体制に自信有り！自動車における国際認証規格IATF16949も取得し、信頼と実績を積み重ね、着実に業績を伸ばし、安
定成長を実現しております。フレックス休暇制度、計画有給制度も実施、さらに食堂始め設備もリフォーム済みで、働きやすさにも
力を入れています。応募は文系理系問いません。既卒者、異業種の方の応募可能。会社見学は随時受付しています。HPに紹
介動画がありますので是非ご覧下さい。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

製造技術 正社員 不問

品質保証

TEL 0266-58-3113

資本金 3,000万円 売上高

従業員数 77名

業種区分 製造業

住所 392-0015  長野県諏訪市中洲4771

お問合先 総務課  岡　智久

特記事項
 就業時間 8:00～17:00

福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、財形貯蓄制度、勤続表彰、誕生日休暇

No. 最新のNC旋盤を250台超保有する製品に生命を与えるパーツメーカーです

17 株式会社セリオテック

正社員
1級・2級建築施工管理技

資格所有者歓迎

設計士 正社員 1級・2級建築士資格所有者歓迎

わが社の紹介

当社は大正15年の創立以来、地域に立脚した建設業者として、諏訪地方はもとより長野県内を一円に地域社会発展の一翼を
担ってきました。これまでに長野県及び各地方自治体等の発注による大規模建築工事と土木工事、個人や民間企業等の発注
による住宅、工場などの施工を数多く手掛けています。90年を超える歴史の中で多くのお客様に支えられながら、地元建設業の
リーダーとして地域社会の発展に貢献しています。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

土木工事現場技術者 正社員
1級・2級土木施工管理技

資格所有者歓迎

建築工事現場技術者

TEL 0266-52-4343

資本金 9200万円 売上高

従業員数 87名

業種区分 建設業

住所 392-0017  長野県諏訪市城南2-2353

お問合先 総務部  篠原魁

No. 諏訪地域の発展に貢献する建設技術集団

16 スワテック建設株式会社
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- 出展企業情報 -

95億円

勤務予定地 基本給

茅野市 170,000円ー270,000円

諏訪市 250,000円ー350,000円

諏訪市 170,000円ー270,000円

67億6,750万円

勤務予定地 基本給

長野県岡谷市
　月額170,000円～
　　　　 　　　　255,000円

長野県岡谷市 時給930円

特記事項 退職金制度、再雇用制度、永年勤続褒章制度、資格取得支援制度、定期健康診断、出産育児休暇、介護休暇、財形貯蓄

パート 不問

わが社の紹介

 ★優良企業紹介誌「ALEVEL NAGANO 2024」（東京商工リサーチ）に29年連続掲載！
 ★46期連続黒字経営（2022年度売り上げ過去最高！）

メインの製品である【端子台】は電気の仲介や分配に使われる工業製品で、高層ビルや電車、FA、自動車の生産ラインなど日本
中で活躍しています。皆さんの身近な所では、信号機や東京スカイツリー、携帯の基地局、EV用急速充電器などに使われていま
す！

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

総合職 正社員 不問

組立・検査・梱包・機械オペレーター

TEL 0266-27-2012

資本金 1,000万円 売上高

従業員数 253名

業種区分 製造業

住所 394-0081  長野県岡谷市長地権現町4-8-7

お問合先 総務課  片倉安里紗

特記事項

No. ★年間休日120日以上★国内シェアNo.1★長野県から転勤なし★

19 東洋技研株式会社

正社員 システム開発又はＣＡＤ経験

金型設計 正社員 金型等設計業務経験

わが社の紹介

太陽工業（太陽工業グループ）は精密プレス部品を世界のメーカー様とお取引させていただいています。太陽工業株式会社を中
心に、メッキ表面処理の「株式会社ハイライト」、金型のソフト開発の「太陽メカトロニクス株式会社」で構成され金型設計・製作、プ
レス加工、表面処理、組み立てまでの一貫製造体制が強みの一つです。創業６０年不変の「人間尊重の精神」を経営理念として
おります。また社会価値としてSDGsへの取り組みを積極的に推進しています。社員の幸せを目的とした人事教育制度（公的資格
取得、技能検定など）、福利厚生も充実しており、まずは社員を大切にする仕組み風土共に揃っております。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

生産設備開発・保全 正社員
機械設備開発、設計、

プログラム等の業務経験

社内システムエンジニア

TEL 0266-58-7000

資本金 5億6,000万円 売上高

従業員数 550名

業種区分 製造業

住所 392-8585  長野県諏訪市四賀107

お問合先 企画課・主担当  名取　大地

No. 世の中を支える縁の下の力持ち企業

18 太陽工業株式会社
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- 出展企業情報 -

32.3憶円

勤務予定地 基本給

長野県（諏訪センター） 175,000円

勤務予定地 基本給

長野県岡谷市

長野県岡谷市

特記事項

正社員 不問

わが社の紹介
技術開発に力を注ぎ、独自の技術、設備、保有する特許を活かし、多様な機能性と高い信頼性を実現し、お客様のニーズに的

 確に対応した製品を製造しています。
基本理念に掲げる「信頼」をキーワードに、ものづくり・コミュニケーション・職場づくりを心掛けています。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

営業職 正社員 営業職経験者

製造職

TEL 0266-23-8373

資本金 売上高

従業員数 65名

業種区分 製造業

住所 394-0048  長野県岡谷市川岸上3-4-5

お問合先 総務部　部長  武井淳也

特記事項

 ■フレックスタイム制（※コアタイム無し）
 標準労働時間/1日あたり7.5時間

 ■転勤無し
■長野県以外の就業も相談可

No. 研究開発に力を注ぎ、多くの独自技術を開発し、多様なニーズに応えています

21 日本ミクロン株式会社

わが社の紹介

 ◆ビジョン
 ソフトウェアテストを自動化させる

 テストオートメーションカンパニーを目指す
  ◆弊社について

 1985年に業務系アプリケーションソフトの開発会社としてスタートし、着実に事業を拡大してきた当社。
 現在はソフトウェア検証、ソフトウェア開発の二つの事業を軸に業績を拡大してきております。

 ＜ 当社は拡大期に入っています！＞
現在、社員数が330名を超えてきている中、来期はさらなる拡大を目指しており、採用数も前年よりも増える事が予想されます。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

テストエンジニア、開発エンジニア 正社員 不問

TEL 03-3845-4781

資本金 8,600万円 売上高

従業員数 330名

業種区分 運輸・通信業

住所 393-0000  長野県諏訪郡下諏訪町4867-8

お問合先 人事部　リーダー  山本大地

No. 高品質な技術でお客様の価値を高める総合ICTサービスを実現します。

20 日本ナレッジ株式会社
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- 出展企業情報 -

130億円

勤務予定地 基本給

長野県茅野市 215,000円から260,000円

長野県茅野市 220,000円から260,000円

長野県茅野市 220,000円から289,000円

17.3億円

勤務予定地 基本給

事業所所在地と同じ 220,000円～

特記事項

 ・基本給：経験、能力を反映いたします。
 ・手当：家族手当、通勤手当、資格手当、賞与(年2回.昨年実績3.5ヶ月)

 ・就業時間：8時00分～17時00分
・年間休日111日(会社カレンダーによる)

わが社の紹介
 私たち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。

ダムやトンネル、道路工事だけでなく、土砂崩れ等、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。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

土木施工管理職 正社員 不問

TEL 0266-52-1766

資本金 6,300万円 売上高

従業員数 30名

業種区分 建設業

住所 392-0021  長野県諏訪市上川2-2190-1

お問合先 総務部  堀内

特記事項
 勤務時間：8時30分～17時20分、製造(機械加工)は早番・遅番勤務もあり。

GLTD制度（団体長期障害所得補償保険）導入済み

No. 災害問題に正面から向き合う　～諏訪地域の安全のために～

23 藤森土木建設株式会社

正社員
一般的なＨ／Ｗ、ネットワーク、
ＤＢなどの知識を持っている方

生産管理・調達管理 正社員
生産管理、調達業務の実務

経験がある方、図面が読める方

わが社の紹介

社会・地域・人・環境との調和を図り、人や社会に役立つ"モノづくり"を提案。変化する時代に独自の技術で未来に向かって挑戦
 する集団として未来を創造します。

当社は、1954年の創業以来、「世の中の役に立つこと」「人が喜ぶこと」をビジネスにしたいという理念のもと、様々な環境変化の
 中、独自技術で勇敢に挑戦し、成長してまいりました。

これまで培ってきた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。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

自社製品の機械設計 正社員 設計業務経験５年程度

社内システム企画・社内ＳＥ

TEL 0266-72-6151

資本金 5,000万円 売上高

従業員数 380名

業種区分 製造業

住所 391-0001  長野県茅野市ちの650

お問合先 総務人事課　課長  味澤広明

No. 人や社会に役立つ"モノづくり"を提案しています

22 野村ユニソン株式会社
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- 出展企業情報 -

15.5億円(半期)

勤務予定地 基本給

長野県茅野市
経験者：月給25～45万円

未経験者：月給20～30万円

長野県茅野市
経験者：月給25～45万円

未経験者：月給20～30万円

長野県茅野市
経験者：月給25～45万円

未経験者：月給20～30万円

27億

勤務予定地 基本給

岡谷市 参考：20万円（大卒初任給）

岡谷市他 参考：20万円（大卒初任給）

岡谷市 参考：20万円（大卒初任給）

岡谷市 参考：20万円（大卒初任給）

特記事項

 社員は岡谷市をはじめ近隣市町村から通っています。
 年間休日119日　土日祝（土曜は一部出勤日あり）、年末年始、ＧＷ、お盆。

 1日　7時間45分（8:30～17:15　休憩1H）
 現場は岡谷市をはじめ諏訪圏や松本、安曇野が中心です。

 毎年岡谷市をはじめ長野市（本社所在地）、諏訪圏の公立小学校へ図書を寄贈しています。

正社員 これから頑張ってみたい方はぜひ

営業 正社員 不問

事務全般 正社員 不問

わが社の紹介

 『仕事は厳しく、人には優しく、チームワークの良い会社です』
 

 建物等の設備全般を、設計から施工管理まで行っています。
 ゼネコン（元請け）より建物内の工事全般の施工管理を任されます。
 空調、ボイラー、消火、ガス、電気等、ライフライン設備全般に関わる

 仕事です。
   今後は幅広く、様々な分野へ挑戦していきます。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

設計・積算 正社員 不問

工事管理（代理人）、　配管作業

TEL 0266-27-7642

資本金 4500万円 売上高

従業員数 60名

業種区分 建設業

住所 394-0085  岡谷市長地小萩3-9-22

お問合先 総務部  南澤和也

特記事項

 就業時間：8時30分～17時30分（休憩75分）
 諸手当：通勤手当、食事補助　1ヶ月7000円、こども手当、資格手当、残業手当

 昇給：年1回（5月）　賞与：年2回（7月　12月）
 年間休日：122日　+　有給取得実績12日以上

福利厚生：健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険、確定拠出年金、財形貯蓄、積立休暇、MVP褒章　など

No. あなたの力を貸して下さい。一緒に会社を変えていきませんか。

26 松澤工業株式会社　岡谷支店

正社員
 不問　（PLCプログラミングの

　　　　設計経験者歓迎します）

装置組立 正社員   不問装置組立の経験者歓迎します

わが社の紹介

より効率的で、より快適なものづくりを支える――。当社は普段皆さんが使っているスマートフォンやテレビなどの製造にかかわる機
械装置や様々な量産工場で使用される自動化装置を設計・製作・販売に一貫して取り組んでいます。国内外のメーカーがお客

 様で、そのすべてをオーダーメイドで行っている会社です。
2021年には東証スタンダード上場企業である「フジプレアム」のグループ会社となり、より強固な安定基盤を確立。事業拡大が進

 む中、新たな人材を採用することで飛躍を実現させていきます。
 また長野県SDGｓ推進企業として仕事とプライベートのワークライフバランスに力を入れ働きやすい職場を目指しています。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

機械設計 正社員
 不問　（3D-CADや2D-CADでの

　　　設計経験者歓迎します）

電気設計

TEL 0266-79-7363

資本金 5000万円 売上高

従業員数 83名

業種区分 製造業

住所 391-0011  長野県茅野市玉川11400-327

お問合先 総務部　部長  伊藤　健二

No. 産業用生産設備のトータルソリューションカンパニー

24 プレマテック株式会社
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- 出展企業情報 -

15億円

勤務予定地 基本給

岡谷市 200,000円

岡谷市 185,000円

204億（令4.4）

勤務予定地 基本給

岡谷市、宮田村、安曇野市、長野市他
　新卒：204,469～216,566円
　キャリアの方：応相談

岡谷市、宮田村、安曇野市、長野市他
　新卒：176,400～186,600円
　キャリアの方：応相談

岡谷市
　新卒：176,400～186,600円
　キャリアの方：応相談

宮田村他
ご経験を考慮して
応相談となります

特記事項
 勤務時間・・・8：00～17：00（倉庫配送のみ一部7：30～16：30）

 手当等・・・・時間外手当（営業職は25時間の固定残業代が基本給に含まれる）、扶養手当他
福利厚生・・・社員旅行（一部自己負担）、家賃補助（条件あり）、高速通勤補助（条件あり）他

正社員 短大卒以上

情報システム 正社員 短大卒以上

【原則キャリアの方のみ】倉庫配送 正社員
原則短大卒以上、

ご経験を加味して判断いたします

わが社の紹介

上下水道管、トイレなどの住宅設備は暮らしを支え、鋼材、工作機械は信州のモノづくりに不可欠なもの。それらの仕入れ販売、
 配達を通して、長野県の当たり前を支えています。

 商社という言葉に何を思い浮かべますか？どちらかというとクールな職場のイメージが強いのではないでしょうか。
一方、当社の職場では「いらっしゃいませ」がよく聞かれます。店頭に来てくれるお客さんに向けてのもので、商社でありながら対応
力もピカイチなのです。もちろん、営業会社として機動力にも自信があります。地元で活気のある職場をお探しの方、ぜひ当社の
ブースへお立ち寄りください！

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

営業 正社員 短大卒以上

営業事務

TEL 0266-22-5024

資本金 3,000万円 売上高

従業員数 264名

業種区分 卸・小売・飲食業

住所 394-0031  長野県岡谷市田中町3丁目4番21号

お問合先 総務部  河西　太郎

特記事項

 勤務時間：8：20～17：00（内 休憩1時間）
 福利厚生：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、社員旅行、親睦会の行事（ボウリング大会、旅行等）

 昇給：年１回（4月）　賞与：年２回（7月、12月）
休日休暇：夏季、年末年始（年間休日114日）、バースデー休暇、入社後６か月後に年次有給休暇10日付与（1日、半日、1時
間単位取得可能）

No. お風呂から自動化ロボットまで、信州の暮らしとモノづくりを支える商社

28 株式会社マルニシ

正社員 未経験歓迎、短大・専門卒

わが社の紹介

 当社は「熱処理加工」を主におこなっている会社です。
 ピンと来ない方が多いかと思います。

簡単に説明をすると、素材に熱処理加工を加えることで「もとの素材を強くする。力を最大限に発揮させる。」そういった、素材に価値を足す技
 術です。

社風は、若手からベテランまでの男女全社員がともに仕事を取り組む中で感性を研ぎ澄まし、相手を思いやり、仕事に夢と誇りをもって立ち向
 かえる仲間であること、そして働きやすい環境を醸成していくことを志しています。

 ”なんとなく気になる”
そんな理由でも構いませんのでお気軽に説明を聞きに来てください！

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

　 事務職（生産管理・品質保証）、
 　生産技術 正社員 未経験歓迎、大学卒

　 事務職（生産管理・品質保証）、
 　生産技術

TEL 0266-75-8101

資本金 3000万円 売上高

従業員数 95名

業種区分 製造業

住所 394-0091  長野県岡谷市10016番地471

お問合先 管理部  柏原明彦

No. 製品に命を吹き込む1000℃の情熱

27 株式会社丸眞製作所
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- 出展企業情報 -

117億1,500万

勤務予定地 基本給

岡谷市（本社） 200,000円～280,000円

158億4800万円

勤務予定地 基本給

諏訪事業所 月給220,000円～

本社 月給220,000円～

特記事項

 【勤務地/勤務時間】
 　東京本社　：東京都世田谷区池尻3-1-3　　/　8:30～17:15（休憩：45分）※実働8時間
 　諏訪事業所：長野県諏訪郡下諏訪町3128　/　8:30～17:30（休憩：60分）※実働8時間

 【福利厚生】
 　社員持株会制度（MUTOH社員持株会）、確定拠出年金制度、財形形成貯蓄制度、退職金制度

　育児・介護休暇制度、慶弔休暇制度、バースデー休暇制度

正社員 不問

わが社の紹介

武藤工業は、“Made in Japan”にこだわった開発・生産を長野県・下諏訪町で行っており、アメリカやヨーロッパにも拠点があるグ
ローバル企業です。主力事業の「大判インクジェットプリンタ」は、看板広告やポスターなど大きなものを印刷する際に使用され、
街中を色鮮やかに彩っています。また、紙以外の様々なものにも綺麗に、素早く印刷でき、MUTOHプリンタの豊富な種類と高画
質・高精細の印刷技術による品質の高さは世界的に高い評価を受けています。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

技術職 正社員
製品開発のご経験

（メカ・エレキ・ファーム・ソフト）

営業職（国内・海外）

TEL 03-6758-7112

資本金 3億5000万円 売上高

従業員数 300名

業種区分 製造業

住所 393-8585  長野県諏訪郡下諏訪町3128

お問合先 人事総務部人事グループ  中村　剛

特記事項

年間休日125日。有給休暇は入社時に10日支給。2021年に完成した新社屋は、明るく広々としたオフィスで働きやすい環境。
 社員食堂は2種類の日替わり定食が美味しく、週2回のスイーツも好評。

取引先は食品や医薬品、化粧品などの日用品から、自動車などの機械製品、電気製品まで幅広く、経営基盤が安定しており末
永く安心して働いていただくことができる環境です。

No. メイド・イン・ジャパンにこだわった高画質・高精細の印刷技術を搭載

30 武藤工業株式会社

わが社の紹介

 皆さんが日々手にする食品や、日用品、電化製品。その生産工場で私たちのコンベヤが活躍しています。
当社は設立以来80年以上、「はこぶ」技術の開発に取り組み、日本全国、世界各国の工場で日夜稼働し続ける生産ラインを縁

 の下から支えてきました。
 当社の製品は、研究開発から設計、製造、販売まで一貫体制の下でつくられています。

コンベヤを構成する部品一点から設計、加工を手がけることによって、高品質・短納期な製品の製造を実現しており、多種多様
 なお客様のニーズにもお答えしています。

社員一人ひとりが自信と誇りを持って業務に励んでいます。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

技術職（機械設計。電気制御設計） 正社員
機械設計や電気制御（PLC）の
実務経験者は大歓迎です。

TEL 0266-23-5630

資本金 1億円 売上高

従業員数 430名

業種区分 製造業

住所 394-0042  長野県岡谷市成田町2-11-6

お問合先 総務課  板山　力

No. アイデアとテクノロジーで「はこぶ」の未来をひらく

29 マルヤス機械株式会社
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- 出展企業情報 -

20億円

勤務予定地 基本給

長野県諏訪市中洲4467番地 170,000から220,000円

長野県諏訪市中洲4467番地 200,000から250,000円

長野県諏訪市中洲4467番地 180,000から250,000円

特記事項

社内託児所あり…働きたくても子どもの預け先がない女性の労働力を取り込めないか、長年勤務した女性社員の流出を防げない
かという思いで託児所開設に動き出しました。現在は、保育士1名、看護師1名、子育て支援員1名の3名が在籍しており、安心し

 て子どもを預けることができる環境になっています。
   2022年度諏訪湖マラソン参加

 社内忘年会開催。（コロナ禍では中止）

正社員
 学歴：高校以上

経験：設計経験者

営業 正社員
 学歴：高校以上

免許：普通自動車免許（AT限定可）

わが社の紹介

　当社はFA機器や省力化専用機の設計・製造・設置後のアフターフォローまでを一貫して対応する企業です。生産システムの自
動化・省力化を目指し、メカトロニクスのあらゆる分野を切り拓き続けています。当社が作っているものは汎用機ではなく専用機。し
たがって、ユーザーによって１つ１つのスペックが異なります。それらをユーザー仕様に合わせ、構想・設計し、部品加工から組立

 完成までを一貫作業で行います。
創業以来約50年にわたり、半導体、液晶、電子部品、自動車関連など様々な工程の設備納入実績があり、当社は「世界に1つ

 しかない製造装置」が製造できる提案力と技術力を持つ企業として多くの企業に認知されています。

求人内容

募集職種 雇用形態 応募資格等

電気配線・組立 正社員 学歴：高校以上

設計技術者

TEL 0266-57-5600

資本金 5000万円 売上高

従業員数 120名

業種区分 製造業

住所 392-0015  長野県諏訪市中洲4467

お問合先 総務財務経営企画室  塩浜　潮

No. 「モノづくり」に興味があれば、活躍できるフィールドは無限大です。

31 株式会社ユーシン
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