
参加企業一覧表 2023/1/10
№ 受理日 事業所名 本社所在地 事業内容 募集職種（一般） 募集職種（学卒）

地域担当（配送・営業）篠ノ井センター
地域担当（配送・営業）上田センター
地域担当（配送・営業）安曇野センター
地域担当（配送・営業）伊北センター
精肉ブロック担当者 店舗営業職
鮮魚ブロック担当者
惣菜ブロック担当者
パティシエ
警備員（正社員） 警備員（北信）
（障）警備員（正社員） 警備員（東信）
警備員（準社員） 警備員（中信）
（障）警備員（準社員） 警備員（南信）
設計開発業務 設計開発技術
品質保証
機械加工

技能職 技術職
システム関連事務

製造オペレーター 製造技術・製品開発スタッフ
製造技術・製品開発スタップ 品質保証・品質管理スタッフ

製造オペレーター

営業・販売職

生活支援員 生活支援員

車両営業（小諸支店） 車両営業（小諸支店）
車両営業（長野支店） 車両営業（長野支店）
車両営業（飯田支店） 車両営業（飯田支店）

機械設計技術者
金属部品加工
機械組立

看護師・准看護師
介護職（同一敷地内施設での訪問介護）
介護職（デイサービスセンター勤務）

土木施工技術者 土木施工技術者
建築設計積算 建築施行技術者・設計積算
建築施行技術者

電気工事施工管理者 電気工事施工管理者
管工事施工管理者 管浩二施工管理者
CADオペレーター CADオペレーター
一般事務・営業担当 一般事務・営業担当
ダイカスト作業員 アルミダイカスト部品製作業務
総務事務員

金属加工業務 メッキ製品開発・設備技術

15 12/5 株式会社　ナンシン 上伊那郡　飯島町飯島　
電気鋳造技術による小径微細金属パイプを製造し
ています

13 12/3 協栄電気興業　株式会社 長野市　川合新田
電気、通信、消防、空気冷暖房、給排水、衛生各
設備の設計施工

14 12/5 株式会社　イズミ 諏訪市　中洲　 アルミダイカスト製品の成型・加工

11 12/2 医療法人　長野寿光会 千曲市上山田温泉　
医療業（上山田病院）　介護事業（有料老人ホーム
他）

12 12/2 宮下建設　株式会社 伊那市上牧　 総合工事業　一般土木・建設工事

9 12/2 長野日野自動車　株式会社 長野市川中島町上氷鉋
日野自動車製のディーゼルトラック・バスの販売・
整備及び修理

10 12/2 東洋精機工業　株式会社 茅野市　宮川　 工作機械（マシニングセンター等）　メーカー

7 12/2 株式会社　たちばな 長野県長野市鶴賀緑町
呉服販売・フォトスタジオ（販売・接客・フォトグラ
ファー）

8 12/2 社会福祉法人　からし種の会　緑の牧場学園 佐久市　八幡　
障がい者福祉事業　障がい者支援施設・グループ
ホーム

1 12/1 生活協同組合　コープながの 長野県長野市篠ノ井御幣川　
組合員の暮らしに必要な商品やサービスを提供す
る事業

2 12/2 株式会社　綿半ホームエイド 長野市　南長池　 ホームセンター・スーパーセンターの運営

5 12/2 ニチコン製箔株式会社　大町工場 大町市社　 アルミ電解コンデンサ用電極箔製造

6 12/2 株式会社伸光製作所 上伊那郡箕輪町　中箕輪　 プリント配線板の開発・設計・製造・販売

3 12/2 株式会社　全日警サービス長野 長野市高田
工事現場の交通誘導、イベント警備、駐車場警備
等

4 12/2 日邦電機　株式会社　長野工場 下伊那郡　松川町元大島　 小型モータ及び減速機の設計開発、製造、販売

1



№ 受理日 事業所名 本社所在地 事業内容 募集職種（一般） 募集職種（学卒）
看護師 介護職(介護福祉士）
介護職 介護職(無資格）
看護補助 看護師
理学療法士 言語聴覚士
生産管理/倉庫管理（総合職）

製造
販売

介護職【特養養護うすだコスモ苑】（正社員）
介護職【特養のべやま】（正社員）
介護職【特養こうみの里】（正社員）
介護職【デイサービスセンターひだまり・しらかば・星の里】

建築技術者 建築技術者
土木技術者 土木技術者
舗装技能者 舗装技能者

建設事務・建設営業 建設事務・建設営業
土木・設計・コンサル 土木施工管理
土木施工管理 建築施工管理
建築施工管理
組立業務
マシニングオペレーター
生産技術

プラスチック成型機オペレーター 車載用、OA機器用プラスチック部品製造
品質保証管理職又は担当者 車載用、OA機器用プラスチック部品製造
プラスチック成形作業員
組立・外観検査（パート）
土木工事現場管理 土木現場の施工管理業務
建築工事現場管理 建築工事の施工管理業務
土木・建築工事の現場作業 建築工事・土木工事の営業職
建設工事・土木工事の営業職 生コン品質管理
看護師(常勤) 看護師(常勤)
看護師(パート) 看護師(パート)
言語聴覚士 介護職員
介護支援専門員 言語聴覚士
人事・採用を中心にした業務
旋盤加工
電気設計（在宅勤務可）
営業
介護職員（大町市） 介護職員
介護職員（松本市） 介護職員
介護職員（松本市） 管理栄養士
管理栄養士
営業職（大豆島） 総合職
営業職（東御） 資源リサイクルの営業スタッフ
解体工事の工程管理スタッフ（大豆島）
解体工事の工程管理スタッフ（東御市）
ソフトウェア開発設計 ソフトウェア開発設計
シーケンサ開発 産業機器の組み立て、調整、電気配線等
産業機器の組み立て、調整、電気配線等 シーケンサ開発

交通誘導警備員(正社員) 総合職
交通誘導警備員(パート) 交通誘導警備員(幹部候補生)
交通誘導警備員(経験者) 交通誘導警備員
運営管理コーディネーター

29 12/6 株式会社　デジタル　スパイス 諏訪市　四賀赤沼　
ソフト、ハード分野における設計、開発を行ってい
る会社です

30 12/6 株式会社　グローバル警備保障 長野市稲里町中央　
工事現場、建設現場又はイベント会場駐車場での
交通誘導

27 12/6 社会福祉法人　北アルプスの風 大町市大町　 高齢者福祉、障がい者福祉、飲食

28 12/6 直富商事　株式会社 長野市　大豆島　
資源リサイクル・廃棄物中間処理・リサイクル技術
の研究開発他

25 12/6 医療法人　道悠会 松本市野溝西　 医療・福祉

26 12/6 天竜精機　株式会社 駒ヶ根市　東伊那　
コネクタ、電池関連自動機、表面実装関連機器の
開発・設計・製造

23 12/6 株式会社　エフプラス 下伊那郡　松川町上片桐　 精密プラスチックの成形、組立

24 12/6 竹花工業　株式会社 小諸市　南町　 総合建設業

21 12/6 株式会社　鹿熊組 長野市　鶴賀緑町　 総合建設業（土木・建築）

22 12/6 株式会社　協和精工 下伊那郡高森町山吹　 無励磁作動ブレーキの開発・加工、精密部品加工

19 12/5 社会福祉法人　ジェイエー長野会　さく地域事業本部 佐久市臼田　 老人福祉事業　障害福祉事業

20 12/6 高木建設　株式会社 長野市　安茂里　 建築、土木工事現場での施工管理業務

17 12/5 東洋技研　株式会社 岡谷市長地権現町　 電気機械器具製造業

18 12/5 株式会社　沢屋 北佐久郡軽井沢町長倉塩沢
ジャム、その他食品の製造及び販売  レストラン、
カフェの運営

16 12/5 社会医療法人　恵仁会 佐久市中込　
佐久・上田地域における保健・医療・福祉サービス
の提供
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№ 受理日 事業所名 本社所在地 事業内容 募集職種（一般） 募集職種（学卒）
設計開発技術者（航空宇宙・自動車関連等）・長野県飯田市

生産技術（生産システム・生産設備の設計開発）・飯田市

システムエンジニア（社内ＳＥ／業務システム開発等）飯田市

国内営業（防衛・宇宙関連）【名古屋営業所・春日井市勤務】

機械設計 技術系
生産技術
品質保証
調達
建設営業
建築積算
建築施工管理
土木施工管理
組込みソフトウェア設計 組込みソフトウェア設計
デジタル電子回路設計 デジタル電子回路設計
ＦＰＧＡ内部回路設計 ＦＰＧＡ内部回路設計
技術営業 技術営業
生産技術
製造オペレーター

光学設計 事務職
資材購買 技術職
技術系職種
ベトナム人技能実習生の通訳・生活指導
洋食調理　レストラン「ル・ブラン」

ＩＴソリューション（営業及び技術） ＩＴソリューション（営業及び技術）
機動警備隊 機動警備隊
指令センター 指令センター
福祉施設向けケアシステムの販売・設置 福祉施設向けケアシステムの販売・設置
システムエンジニア職 システムエンジニア職
営業職

旅館接客スタッフ
ウェディングプランナー
和食調理師
フレンチ調理師
設計技術者 設計技術者

企画営業・販売員 販売員
販売員

提案企画営業（特販事業部） 提案企画営業
提案企画営業（特販事業部）
提案企画営業（マニフレックス事業部）

機械設計
営業

エンジニア(DX/ｽﾏｰﾄﾌｧｸﾄﾘｰ担当) 技能職・開発職・営業職
メカ設計

45 12/9 株式会杜　キッツメタルワークス 茅野市宮川字小早川　 伸銅品の製造・販売

43 12/9 株式会社　塚傳 長野市　稲葉　日詰沖 家庭用品・家具・寝具・ギフト・季節商材の卸売業

44 12/9 株式会社　ティー・ピー・エス　長野工場 茅野市金沢　
自動車部品・スマートフォン部品製造、金型設計・
製作

41 12/9 株式会社　つばくろ電機 北安曇郡　松川村　
各種自動組立装置、省力化設備機械、及び各種
制御盤の設計製作

42 12/9 株式会社　ハリカ長野店 長野市若里　 中元・歳暮・内祝などの贈答品販売

39 12/8 株式会社　ユリーカ 塩尻市広丘野村　 システム開発

40 12/8 株式会社　明神館 松本市　入山辺　
信州松本で宿泊業、飲食業を中心に事業を展開し
ております。

37 12/8 株式会社　ホテル白樺荘 長野県松本市深志 旅館業・レストラン業・販売事業

38 12/8 長野県パトロ－ル　株式会社 小諸市御影新田字　竹ノ花
警備事業をはじめＩＴ、福祉、防災と幅広く展開して
います。

35 12/7 富士電機パワーセミコンダクタ　株式会社　大町工場 大町市　常盤　 パワー半導体の製造

36 12/7 株式会社　ライト光機製作所 諏訪市　中洲　 ライフルスコープ・双眼鏡などの光学機器メーカー

33 12/7 飯島建設　株式会社 長野市　若里　 総合建設業（建築工事・土木工事・住宅工事）

34 12/7 マリモ電子工業　株式会社 上田市諏訪形　
＜設計開発専門会社＞　ソフトウェア設計開発、
電子回路設計開発

31 12/7 多摩川精機株式会社 飯田市　大休　
角度センサ・モータ等の設計開発・製造販売
（航空宇宙・車載等）

32 12/7 株式会社デンソーエアクール 安曇野市穂高北穂高　
車両用・住宅用・業務用空調機器の設計・開発・製
造
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№ 受理日 事業所名 本社所在地 事業内容 募集職種（一般） 募集職種（学卒）
林業コンサルタント 林業（造林、素材生産）、林業コンサルタント
林業（造林、素材生産）

ファームソフトウェア開発者 開発設計職：電源・制御装置等
事務職：環境管理・含有物質調査業務

ボーリング工助手 工事現場の施工管理・調査設計
ボーリング機械修理、販売

NC･MC装置オペレーター、品質管理、生産管理、技術職など

制御設計技術者 制御設計技術者
機械設計技術者 機械設計技術者
製造職 保守技術員（一般機械器具修理工）
保守技術員（一般機械器具修理工） 製造職
営業職（長野本社） 技術職
社内SE（本社） 営業職
総務人事職（本社）
技術職（中野工場）
品質管理
金型設計
成形・自動機オペレーター
製品外観検査・軽量・梱包
支援員 ホーム職員
ホーム職員 支援員

介護職員 介護職員
介護職員

機械の運搬・据付作業員
総合職
営業
定期輸送
施工管理
施工管理
施工管理
施工管理
介護職員 介護職員
看護師・准看護師 言語聴覚士
介護支援専門員 作業療法士

看護師
営業職（ルート営業） 製造、生産技術、開発技術、管理事務
社内システム担当職
ＮＣ加工オペレーター

製造
技術
営業
情報
電子回路設計 電気・電子回路設計
ソフトウェア設計 ソフトウェア設計

小諸市　西原　

50 12/10 不二越機械工業　株式会社 長野市　松代町清野　 半導体加工（平面研磨）装置の開発・製造・販売。

51 12/10 ミヤマ　株式会社 長野市稲里　
技術開発で環境問題の解決を目指す、総合環境
企業です。

小型精密プラスチック成形用金型設計・製造及び
プラスチック成形

52 12/12 株式会社　ユウワ

53 12/13 社会福祉法人　アンサンブル会　アンサンブル伊那 伊那市西箕輪　
知的障害のある方々の仕事や生活の支援をする
お仕事です

54 12/13 株式会社　エスポワール 佐久市　根岸　
介護保険事業、温泉施設、エステサロン、企業主
導型保育園

48 12/9 株式会社　北信ボーリング 飯山市蓮　
地質調査、土木工事、地すべり防止工事、さく井工
事

49 12/9 株式会社　丸信製作所 佐久市根岸　
自動車用ミッション，エンジン用他のシャフト系金属
部品の加工

47 12/9 株式会社　諏訪三社電機 茅野市豊平　
電源装置を主力に制御装置・充電器等の電子機
器をOEMで製造

46 12/9 株式会社　北相木森水舎 長野県南佐久郡北相木村
森林技術・経営コンサルタント業、林業（造林、素
材生産）

57 12/14 社会福祉法人　しなのさわやか福祉会　プラムの里 上伊那郡　宮田村　 高齢者の介護保険事業

重量物輸送、機械据付・組立・解体作業、輸出梱
包業等

56 12/13 アップルペイント　株式会社 松本市村井町西　
自社職人による一貫体制を構築し外壁塗装工事
を行っています。

55 12/13 坂城運輸　株式会社 埴科郡　坂城町坂城　

60 12/14 株式会社　広田製作所 須坂市大字小河原　
電子機器設計製造、システム開発、電子部品製
造、一般派遣事業

58 12/14 ナパック　株式会社 駒ヶ根市赤穂　
粉末冶金製品および希土類ボンド磁石製品の開
発・製造および販売

59 12/14 株式会社　アルプスツール 埴科郡坂城町　坂城　
工作機械用の各種工具類、付属品、周辺機器等
の開発・製造・販売
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№ 受理日 事業所名 本社所在地 事業内容 募集職種（一般） 募集職種（学卒）
技術系総合職 総合職
製造職 製造技術職
飲料製品の搬送ラインオペレーター
清涼飲料水の製造オペレーター
技術職（設備管理・電気系）
生産技術職(PLC/シーケンス制御)
電子製品の設計開発(抵抗器・温度センサ・IC等)
人事（新卒採用担当）
製材手 製材手
木工手 木工手
一般事務

購買・調達担当者
品質検査担当者
建機の組立担当者
総務業務担当者
介護福祉士
介護員
調理員

土木設計コンサルタント
都市計画技術者
公共構造物の点検・調査業務
土木工事に係る施工管理・積算等の発注者支援業務

施工管理者（長野市） 現場施工管理者
施工管理者（松本市） 現場施工管理者

システムエンジニア 新卒システムエンジニア
地域産品カタログギフトのセールス担当者 事業開発系総合職(法人営業など)

タクシードライバー

土木施工管理職
建築施工管理職
土木施工管理職見習い
建築施工管理職見習い
介護員 介護員
支援員 支援員

開発 開発
製造 製造
営業 営業

山林労務

製造職：印刷［２交替］ 営業職
製袋機のセットアップ・管理（みまよせファクトリー） 製袋機のセットアップ・管理（みまよせファクトリー）
検査梱包作業員（みまよせファクトリー） 事務職：工程管理・品質管理
製造職：ラミネート[３交替] 製造職：印刷［２交替］
生産技術職
業績管理職

75 12/16 日本電産モビリティ株式会社　飯田事業所 飯田市　桐林
車載電装部品の開発・設計から生産までを一貫し
て行っています。

61 12/14 ゴールドパック　株式会社 松本市　双葉　
清涼飲料製品の製造および農産加工品の製造、
販売

62 12/14 ＫＯＡ　株式会社 上伊那郡箕輪町大字中箕輪　 抵抗器を主とした電子部品の製造

63 12/15 株式会社　勝野木材 木曽郡　南木曽町読書　 製材・木工業　関連会社　(有)ヤマカ木材

64 12/15 株式会社　竹内製作所 埴科郡　坂城町　上平　 小型建設機械の設計、製造、販売

65 12/15 社会福祉法人ジェイエー長野会　特別養護老人ホーム紅林荘諏訪郡富士見町富士見　
特別養護老人ホーム・デイサービスの運営福祉事
業活動

66 12/15 技建開発株式会社 飯田市北方
建設コンサルタント　測量設計・構造物点検及び施
工管理業務

67 12/15 金澤工業　株式会社 長野市　中御所岡田町　
空調・衛生（機械設備）工事の建設設備にて現場
管理を行います

68 12/15 株式会社　地元カンパニー 上田市蒼久保
全国各地の農産物など地域産品を扱うカタログギ
フトの制作販売

69 12/15 アルプス第一交通　株式会社 大町市　大町　
タクシー運転業務。業界最大手のグループ会社で
安心して働けます

70 12/16 株式会社　竹花組 佐久市　望月　 総合建設業、生コン・砕石・アスコン等の製造販売

71 12/16 社会福祉法人　長野県社会福祉事業団 長野市大字高田　 障害福祉サービス事業、高齢福祉サービス事業

74 12/16 三洋グラビア　株式会社 伊那市西箕輪　 食品用フィルムパッケージの企画・製造

72 12/16 株式会社　ショーシン 須坂市大字小河原
農業用薬剤散布車の開発・設計・製造・販売・アフ
ターサービス

73 12/16 木曽南部森林組合 木曽郡　大桑村野尻　
木材の販売、下刈・間伐等の森林整備及び支障木
伐採　特殊伐採等
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№ 受理日 事業所名 本社所在地 事業内容 募集職種（一般） 募集職種（学卒）
バス運転手（箕輪本社）
運行管理・運行管理補助
バス運転手（高森営業所）
広告等のデザイン
ピストンリング検査作業 技術開発職
技術開発職 製品設計職
製品設計職 生産技術職
生産技術職 品質保証職
設計開発業務 設計開発者
サービスエンジニア サービスエンジニア
組立業務

ドライバー

自動車整備士

地盤改良に伴う施工管理及び現場作業

プロダクトデザイン(正社員) 技術総合職
機械設計エンジニア(正社員)

接客サービス 接客
調理・調理補助

測量助手 技術系専門職
地質調査助手

総務人事業務 技術系専門職
財務経理業務
購買業務
営業業務
建築鉄骨の工場内機械オペレーター 建築鉄骨の工場内機械オペレーター
建築鉄骨の工場組立・溶接・塗装工 建築鉄骨の工場組立・溶接・塗装工
建築鉄骨のCADオペレーター 建築鉄骨のCADオペレーター

86 12/27 有限会社　アオキビルド 中野市　草間
住宅やビル、ショッピングモール等に使用される鉄
骨の製造

78 12/19 株式会社　ハーモ 上伊那郡南箕輪村　
産業用ロボットおよび周辺合理化機器の開発製造
販売

76 12/16 トラビスジャパン株式会社 上伊那郡箕輪町　中箕輪　 旅行業・旅客自動車運送事業

77 12/16 ＴＰＲ株式会社長野工場 岡谷市　神明町　
自動車部品やゴム樹脂製品、ナノ素材の開発・製
造・販売事業

79 12/21 長門運輸　株式会社 東御市和　 運送業、建設業、ロードサービス、クレーン

80 12/21 長門コーポレーション　有限会社 長野県東御市和 自動車整備、車検整備

81 12/22 株式会社　ｅｃｏ・カンパニー 長野県東御市和　 住宅地盤改良、地盤調査

82 12/22 株式会社　アドライズ 諏訪郡下諏訪町西赤砂
製品を生み出すための図面・デザイン・3Dデータを
創る仕事です

85 12/27 株式会社　東信鋼鉄 上伊那郡箕輪町中曽根 特殊鋼・普通鋼、非鉄金属の加工品製造、卸売

83 12/22 株式会社ケーエキスプレス 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
ホテル、レストランの開発から運営までをトータル
プロデュース

84 12/22 株式会社　グラフィック 松本市　井川城　 3D・ドローンなどを活用した測量、調査、設計
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