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自衛隊長野地方協力本部
伊那地域事務所 その他

国家を守る、公務員。沢山
の職種があります。福利・
厚生充実！！ドンと胸を張
れる仕事です！

(0265)73-4860
hq1-nagano@pco.mod.go.jp
http://www.mod.go.jp/pco/nagan
o/

ルビコン（株）
総務部人事課

製造

世界を舞台に幅広く展開す
るコンデンサメーカー！も
のづくりの楽しさを一緒に
味わってみませんか？

(0265)72-7111
saiyou-jinji@rubycon.co.jp
http://www.rubycon.co.jp/

3月23日 13:30～16:00（10人）
3月27日 13:30～16:00（10人）
4月17日 13:30～16:00（10人）
4月24日 13:30～16:00（10人）

エントリー、説明会のご予約は、
リクナビ２０２１の弊社ページより
お願いいたします。

税理士法人あおば会計
その他 随時受付

御相談を随時受付しております。
HPより、お問い合わせ下さい。

社会福祉法人平成会
人事部

医療
介護

「人と接するのが好き」「人
の役に立ちたい」そんな想
いを実現できる仕事です。

(0263)51-6610
y.miyazawa@heisei-kai.jp
http://www.heisei-kai.jp

随時受付
9:00～17:00（10人）

伊那自動車教習所グルー
プ
総務部

その他

車社会の発展と人の成長
に寄り添い半世紀余。安全
で安心なドライバーの育成
にまい進しています。

(0265)72-6191
kubota@ijk.co.jp
http://www.ijk.jp/

3月28日 14:00～（5人）
4月11日 14:00～（5人）

（株）一期会
デイサービス

医療
介護

スタッフ間の連携も取れ、
お子さんの急な休みにも柔
軟に対応しており、離職率
も低い職場です。

(0265)86-7715
iijima.ichigo@ichigoe.jp
https://www.ichigoe.jp

随時受付

（株）コガネイ駒ケ根事業所
総務グループ

製造
(0265)83-5111

http://www.koganei.co.jp

随時受付
13:30～16:00

見学会実施場所
長野県駒ケ根市飯坂二丁目6番1
号

（株）コガネイ駒ケ根事業所
本社総務部

製造
マイナビのコガネイページ
も御参照下さい。

(042)383-7111
wakabayashi@koganei.co.jp
http://www.koganei.co.jp

3月18日 14:00～16:00
3月26日 14:00～16:00

企業説明会開催場所は弊社東京
本社となります。

（株）テク・ミサワ
総務部

製造
アットホームな職場で、一
緒にものづくりに励んでみ
ませんか？？

(0265)72-2918
soumu@tech-misawa.jp
https://techmisawa.jp/

随時受付
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ニッパツフレックス（株）
管理課

製造

自動車用部品の製造会社
です。これから新しい事業
にも挑戦していきます。ぜ
ひ見学にお越し下さい。

(0265)76-3280
n-tanaka@ame.nhkspg.co.jp
https://www.nhkflex-co-
ltd.co.jp/

3月20日 13:30～15:00（5人）
4月10日 13:30～15:00（5人）
4月24日 10:30～12:00（5人）

イベント参加のエントリーはリクナ
ビにて

（株）荻原製作所
総務管理グループ

製造

当社では特に小型ポンプ
の開発・設計の分野にて活
躍できる人材を募集してい
ます。

(0265)74-2211
saiyou@ogihara-mfg.co.jp
http://www.ogihara-mfg.co.jp

随時受付
10:00～12:00（5人）

ホームページ上での応募は行っ
ていませんので以下のメールアド
レスもしくは電話にてお問い合わ
せ下さい。電話(0265)74-2211、
メールアドレスsaiyou@ogihara-
mfg.co.jp

（株）マコメ研究所
総務経理部

製造

磁気応用センサーの開発・
設計・製造を行っているセ
ンサーメーカーです。電気・
理数系の学生希望お待ち
しております。

(0265)79-8154
i_miya@macome.co.jp
https://www.macome.co.jp

随時受付
9:00～16:00

トヨタカローラ南信（株）・
ネッツトヨタ信州（株）
総務部

卸・小売・
飲食

長野県中南信地区に展開
するトヨタの自動車ディー
ラーです。

(0263)25-9020
akahane_fu@ntp-g.com
https://www.tc-nanshin.co.jp

随時受付
14:00～15:30（5人）

実施時間は一例です。参加者の
皆様の予定で変更可能です。

（株）キョウデン
人事課

製造

あらゆる電子機器に欠か
せないプリント基板で社会
貢献。キョウデンで未来を
支える仕事をしよう！

(0265)79-0012
recruit@kyoden.co.jp
www.kyoden.co.jp

随時受付
13:00～16:00

（株）信州ウェイスト
その他

廃棄物処理業という職種は
よくわからないと思うので、
説明会に参加して知って下
さい。

(0265)71-3588
a-shikano@shinshu-wasteco.com
https://shinshu-waste.com/

3月27日 13:30～16:30（5人）
4月9日 13:30～16:30（5人）
4月24日 13:30～16:30（5人）

日本連合警備（株）
総務部

その他

お客様の生命、財産を守る
価値あるやりがいの持てる
仕事です。責任感がある誠
実な方を大募集。

(0263)25-7444
jinrou@jsu-nagano.co.jp
http://www.jsu-nagano.co.jp/

3月21日 13:00～16:00（6人）
3月25日 13:00～16:00（6人）
4月15日 13:00～16:00（6人）
4月21日 13:00～16:00（6人）

会社説明会申込みは、マイナビ
エントリーまたは直接電話申込み
でもかまいません。

社会福祉法人しなのさわや
か福祉会
法人本部

医療
介護

無資格でも応募可能。その
他の日程希望がありました
ら相談ください。まずは、
HPの応募フォームで。

(0265)84-1311
shiozawa@s-sawayaka.or.jp
http://s-sawayaka.or.jp

4月4日 10:00～12:00（4人）
4月11日 10:00～12:00（4人）
4月18日 10:00～12:00（4人）
4月29日 10:00～12:00（4人）
4月30日 10:00～12:00（4人）
5月2日 10:00～12:00（4人）

社会福祉法人サン・ビジョ
ン
長野エリア人事部

医療
介護

介護・保育は作業じゃな
い！人との出会いが可能
性を広げます。社会に役立
ち私らしくはたらけます。

(0263)51-6216
nagano_jimucenter02@sun-
vision.or.jp
https://www.sunvision.or.jp

3月24日 9:30～11:00
4月17日 9:30～11:00
5月18日 9:30～11:00
6月19日 9:30～11:00
7月20日 9:30～11:00
8月21日 9:30～11:00
随時受付

上記日程以外でもご相談に応じ
ます。WEB説明会も受付中！！
リクナビ・マイナビからエントリー
出来ます。

（株）アルプスホンダカーズ
松本南

卸・小売・
飲食

HONDAのディーラーで、中
南信地区の新車・中古車を
販売している地元に密着し
た会社です。

(0265)76-1911
karaki.cng02@honda-auto.ne.jp
https://dealer.honda.co.jp/honda
cars-matsumotominami/

随時受付
10:00～16:00

（株）日本ピスコ
人事チーム

製造

日本ピスコは２万点を超え
る豊富な製品群で世界中
のあらゆる産業界の省力
化、自動化に貢献します。

saiyou@pisco.co.jp
http://www.pisco.co.jp

会社説明会の予定は未定です。
会社説明会への参加を希望する
方は、リクナビ２０２１より予約を
お願いします。
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都築木材（株） 卸・小売・
飲食

通年採用実施しています。
お取引先様は長野県内は
もとより日本全国、海外に
も及びます。

(0265)72-3116
recruit.tzk@tsuzukicorp.co.jp
http://www.tsuzukicorp.co.jp/

3月27日 13:00～15:30（4人）
4月3日 13:00～15:30（4人）
4月10日 13:00～15:30（4人）
4月17日 13:00～15:30（4人）
4月24日 13:00～15:30（4人）
随時受付

随時受付もしております。日時等
は応相談

（株）平安
総務部

その他
冠婚葬祭の仕事に少しでも
興味のある方は是非ご参
加下さい。

(0265)22-1465
info_gojokai@heiannagano.jp
http://www.heiannagano.jp

3月25日 13:00～16:00（10人）
4月3日 13:00～16:00（10人）
4月27日 13:00～16:00（10人）

説明会の内容はマイナビ２０２１
で確認の上、エントリーをお願い
します。

（株）興和クリエイト
採用担当

サービス
「楽しむ事」が基本。楽しく
なければ仕事ではない！
楽しく働くがKOWA流！！

(0266)52-2364
fumina-n@kowa-group.co.jp
http://www.kowa-group.co.jp

3月21日 10:00～15:30
（新宿開催）3月22日 10:00～15:30
（新宿開催）3月23日 10:00～15:30
3月28日 10:00～15:30
3月29日 10:00～15:30
随時受付

会社説明会日程、開催時間は午
前10：00～12：00、午後13：30～
15：30の2回で開催。都合の悪い
方は個別で対応させていただき
ます。リクナビよりエントリーをお
願いします。電話、メールでも受
付させていただきます。（第２回、
第３回は新宿開催）

内堀醸造（株）
総務課

製造

酢造りは酒造りからの理念
のもと、酒（酢もろみ）造り
を経て高品質な商品造りを
行っています。

(0574)43-1185
recruit21@uchibori.com
http://www.uchibori.com/

エントリーは内堀醸造株式会社
HPよりエントリーお願い致しま
す。

（株）イナリサーチ
総務部

その他

新たな医薬品の開発に欠
かせない非臨床試験を手
掛けています。強みを活か
しつつ新たな分野にも挑戦
し、明日の医療を支えてい
ます。

(0265)72-6616
jinji@ina-research.co.jp
https://www.ina-research.co.jp/

随時受付
マイナビにてエントリーを受け付
けております。

三洋グラビア（株）
経営戦略室　経営企画グ
ループ

製造

がんばるパッケージで世界
を明るく元気に！食品用
フィルムパッケージで食品
の流通を支えます。

(0265)96-8081【採用直通】
shinji-hara@sanyo-gravure.co.jp
https://sanyo-gravure.jp/

3月25日 9:00～12:00
3月27日 9:00～12:00

リクナビ２０２１より予約を受け付
けています。

（株）ツルヤ
労務採用

卸・小売・
飲食

豊かな食生活の創造を企
業使命にお客さまの暮らし
に貢献するスーパーマー
ケットです。

(0267)26-2113
saiyou@tsuruya-corp.co.jp
http://www.tsuruya-corp.co.jp

随時受付
13:00～17:00（10人）

実施時間は弊社HPより確認願い
ます。

アルプス中央信用金庫
人事部 人事課長

金融
保険

新型コロナウイルス感染症
対策として、マスク・アル
コール消毒液を準備し単独
説明会を開催致します。

(0265)72-4171(代）
(0265)76-6669(人事部ダイヤル
イン）
jinji@alushin.co.jp
http://www.alupuschuo-
shinkin.jp

3月16日 13:30～16:00（10人）
3月18日 13:30～16:00（10人）
3月24日 13:30～16:00（10人）
4月8日 13:30～16:00（10人）
4月14日 13:30～16:00（10人）
4月20日 13:30～16:00（10人）
随時受付

事前連絡により受け入れ可※日
程調整を行なわせていただきま
す。マイナビ２０２１～企業情報掲
載中です。個別会社説明会への
参加は、マイナビもしくはメール・
電話にて要予約

ルビコンエンジニアリング
（株）
総務課

製造

身の回りにあるさまざまな
製品を生み出す生産設備
の製造に携わる仕事に
チャレンジしてみません
か。

(0265)73-8111
jinji-saiyou@rubycon-
engineering.co.jp
www.rubycon-engineering.co.jp/

随時受付

気軽に工場見学に来て下さい。
随時受け付けております。当社を
気に入って頂けたら、ぜひ応募し
て下さい。

社会福祉法人 音葉会 医療
介護

辰野町で地域密着の高齢
者介護をしています。肉体
労働ではなく「考える介護」
を目指しています。

flat-tatsuno@honey.ocn.ne.jp
flat-
tatsuno.wixsite.com/otohakai

随時受付（2人） 実施時間　随時

信英蓄電器箔（株）
人事課

製造

あなたの家にもきっとあ
る！身近な製品から最先
端まで世界シェア２０％、電
子部品材料メーカー

(0265)78-2193
jinji@scf-nagano.co.jp
http://www.scf.co.jp/

3月27日 14:00～16:00（4人）
4月7日 14:00～16:00（4人）
4月15日 14:00～16:00（4人）
4月23日 14:00～16:00（4人）

リクナビから予約をお願い致しま
す。
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トヨセット（株）
生産管理課

製造
最高の人・設備環境から、
高品質な製品を生み出して
います。

(0265)82-8620
ushida-s@toyoset.co.jp
http://www.toyoset.co.jp

随時受付

社会福祉法人高遠さくら福
祉会
事務

医療
介護

ご利用者様の輝く笑顔から
パワーをいただける仕事で
す！若い職員が多く、活躍
中です。

（0265）94-1181
sakura-v@valley.ne.jp
https://sakura-v.or.jp

4月4日　10：00～12：00（2～3人）
随時受付（2～3人）

随時受付も行っています。都合の
よい時間をお知らせください。

（株）南信精機製作所
総務課

製造

自動車・スマートホン・家
電・情報機器等の重要部
品を製造している会社で素
材仕入から完成部品販売
まで一貫生産体制を整え、
世の中をより豊かに。そし
て便利にできる商品を作っ
ています。

（0265）86－3215
saiyo-s@nanshinss.co.jp
http://www.nanshinss.co.jp/

3月18日 13:00～（5人）
3月24日 9：00～（5人）
4月3 日 13：00～（5人）
4月7 日 13：00 ～（5人）
4月9 日 13：00 ～（5人）
4月20 日 9：00 ～（5人）

新型コロナウイルス感染対策とし
て、会社見学会は、マスク着用。
手指消毒の実施。
1回当り5名以下での開催。予定
です。

共和観光（株）
人事課

サービス

「説明会をもっと楽しく、もっ
とリアルに」アミューズメント
とホテル部門の募集になり
ます。

(0263)36-3122
g-kin@kyowa-kanko.co.jp
https://www.kyowa-kanko.co.jp/

随時受付
13:00～15:30（10人）

二光（株）
製造

ホームページ等ではお伝え
しきれませんので、光学レ
ンズができるまでを実際に
見に来て下さい。

(0266)41-0822
nikou@an.wakwak.com

随時受付
9:00～15:00（3人）

鈴木プレス工業（株）
製造

社員の幸せ、社会・地域貢
献を重視した会社です。

(0265)86-3211
szk.press@cek.ne.jp
http://www.suzuki-press-
kk.co.jp

随時受付
10:30～16:00（一回5人）

（株）北澤電機製作所
本社総務課

製造

本年で創業１００周年を迎
えます。次の１００年を見据
えて、設計技術職・営業職
を求めています。

(0265)82-3164
hideki.horiuchi@kitazawadenki.co.
jp
http://www.kitazawadenki.co.jp

随時受付
8:20～17:00

（株） 国興
人事総務部

卸・小売・
飲食

工作機械等の専門商社と
して細やかなサービスを提
供し、実力・実績とも県内
トップクラスです。

(0266)52-2457
e-gomi@kokko.co.jp
http://www.kokko.co.jp

3月27日 9:30～12:00（10人）

今後のスケジュールは、リクナビ
２０２１国興ページまで
https:job.rikunabi.com/2021/com
pany/r436300068

大明化学工業（株）
総務人事部

製造

県内では数少ない化学メー
カー浄水剤等のアルミニウ
ム化合物による様々な素
材を開発・製造

(0265)72-4151
komatsu@taimei-chem.co.jp
http://www.taimei-chem.co.jp

3月25日 13:30～17:30（15人）
4月10日 14:00～17:30（6人）

説明会会場　第１回目：本社　第
２回目：営業本部　会社説明会の
エントリーはリクナビより受付けて
おります。

サン工業（株）
総務人事課

製造

独自の社員勉強会実践に
よる「Only One」の技術で、
日本一の表面処理リーディ
ングカンパニーへ！

(0265)78-2511
hosoda@sun-kk.co.jp
http://www.sun-kk.co.jp/

3月17日 13:00～16:00（10人）
3月18日 11:00～16:00（5人）
3月19日 10:00～16:00（7人）
3月23日 11:00～16:00（5人）
3月24日 10:00～16:00（7人）

3/18と3/23は、東京渋谷での個
別説明会も開催しております。少
人数制ですので、安心してご参
加下さい！

（株）ニシザワ
人事課

卸・小売・
飲食

地域の皆様の食と生活を
支える仕事です。人と関わ
る仕事がしたい方！企業
見学にお越し下さい。

(0265)76-1087
jinji@nishizawa.co.jp
https://www.nishizawa.co.jp

随時受付
10:00～12:00（5人）
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ナパック（株）
管理部　総務課

製造

県内唯一の技術で様々な
分野を支えるものづくり企
業です。上伊那に根を張り
１００年企業を目指します。

(0265)82-5266
m_kuramoto@napac.co.jp
https://www.napac.co.jp

随時受付
実施日・時間等は個別対応につ
き、ご相談下さい。（随時受付）

（株）ハーモ
人事部人事課

製造

ハーモは成形品取出ロボッ
トの総合メーカーです。当
社製品はお客様の工場の
ＦＡ化を実現します。

(0265)72-0111
soumu@harmo-net.co.jp
http://www.harmo-net.co.jp

4月10日 13:45～15:15
弊社、会社説明会へのご参加
は、リクナビ２０２１よりお願い致し
ます。

日本濾過器（株）
総務課採用担当

製造
(042)772-0361

http://www.nichiro-inc.co.jp

（株）マシンエンジニアリン
グ
総務部管理課

製造
確かな技術力と若さを兼ね
備えたモノづくりのプロ集
団です。

(0265)76-0001
asuke@meg.co.jp
http://www.meg.co.jp/

3月23日 10:00～11:30（4人）
3月27日 10:00～11:30（4人）
3月30日 10:00～11:30（4人）

（株）　協成
人事総務部

製造

ガス用のバルブ・ガバナを
製造している機械メーカー
の協成です。※伊藤忠丸
紅鉄鋼１００％小会社

(06)6583-6100
shuji-inooka@kyosei.com
https://www.kyosei.com

説明会情報は、リクナビ上でご確
認ご予約下さい。下記URLからお
願いします。
https://job.rikunabi.com/2021/co
mpany/r854420076/seminar/cool
/

（株）エコーシティー・駒ヶ岳
総務課

その他

地域に無くてはならない存
在を目指して、ケーブルテ
レビを通じて地元の元気を
伝えませんか！

(0265)82-4000
satoh@cek.co.jp
takizawa@cek.co.jp
https://cek.co.jp/

随時受付
9:30～13:30（1人）

伸和コントロールズ（株）
業務統括部

製造

おもしろ！おかしく！たのし
く！誇り高く、とことん実
行。モノづくりが大好きな方
お待ちしてます。

(0265)94-3641
junichi_akasu@shinwa-cont.com
shinwa-cont.com

随時受付
10:00～16:00（3人）

中央アルプス観光（株）
総合企画本部

運輸
通信

中央アルプスの自然や
ロープウェイなど、施設の
魅力を多くの方に伝えるこ
とができるお仕事です。

(0265)83-3107
tomomi.isawa@chuo-alps.com
chuo-alps.com

随時受付(5人)

会社見学は随時受付しておりま
す。時間はご相談ください。エント
リーはリクナビダイレクトよりお願
いします。

（株）キッツ伊那工場
伊那総務人事グループ

製造

国内トップシェアを誇る総
合バルブメーカー、人々の
生活、暮らしを支える当社
で働きませんか？

(0265)78-1111
su-kobayashi@kitz.co.jp
www.kitz.co.jp

随時受付

大卒の方はリクナビへの登録を
お願いします。その他の方は工
場での採用を行っておりますので
直接伊那工場へお問い合わせく
ださい。

長野県信用組合 金融
保険

地域の魅力をプロデュース
し、地域社会の新たな価値
創造に尽くします。

(026)233-5602

https://www.naganokenshin.jp/re
cruit/

4月9日 10:00～12:00（20人）
4月9日 13:00～15:00（20人）
4月11日 10:00～12:00（30人）
4月11日 13:00～15:00（30人）

個別企業説明会のご予約は「け
んしんＢＡＮＫ会員サイト」にて
承っております。

社会福祉法人アンサンブル
会
総務

医療
介護

いろんな事に挑戦できる職
場です。あなたの得意なこ
とを活かしてみませんか？

(0265)71-8622
ensemble-ina@inacatv.ne.jp
https://ws-ensemble.com/

3月27日 10:00～11:00（5人）
4月10日 10:00～11:30（5人）
4月17日 10:00～11:30（5人）

実施予定日ご都合のつかない場
合には別日を設定しますので、お
気軽にご相談ください。またイン
ターンシップも随時受け付けてい
ますので、お問い合わせくださ
い。



会社名 業種 ひとことPR
電話番号

E-mail
企業HP URL

実施予定日時（定員） 備考

（株）伸光製作所
総務部

製造

住友金属鉱山グループの
一員企業です。電子部品
の一つであるプリント配線
板を製造しています。

（0265）79-1301
masamichi.yamagishi.n2@smm-
g.com
http://www.shinkoss.co.jp

随時受付
10：00～16：00（2人）

（株）ゼンシン
建設

不動産

県内の道路や河川堤防・
砂防ダム等を創るための
環境把握や調査設計を担
当。一緒に地域に貢献しま
せんか。

（0265）83-4865
nakajima@k-zensin.co.jp
http://k-zensin.co.jp

随時受付 ご連絡いただければいつでも開
催します。（0265）83-4865


