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【開催日】令和２年 10 月 28 日（水） 

【時 間】13：30～16：00 

【場 所】ララオカヤ 

 

 

 

 

 

 

 

主催／諏訪公共職業安定所・長野県諏訪地域振興局 

岡谷市・下諏訪町・諏訪市・茅野市・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 
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※参加企業は五十音順に配置しています。
※企業番号とブース番号は同じです。
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ブース

№
事業所名

掲載
頁

業種 R3.3学卒

1 株式会社アイキューブ 1 教育、学習支援業 含む
2 アクサ生命保険（株）諏訪営業所 1 金融業・保険業 含まない
3 Actry合同会社 2 卸売業・小売業 含む
4 株式会社アスト・コンサルティング　アストのほけん 2 金融業・保険業 含まない
5 アルピコタクシー株式会社 3 運輸業、郵便業 含まない
6 株式会社　池の平ホテル＆リゾーツ 3 宿泊業、飲食サービス業 限定
7 株式会社イズミ 4 製造業 含まない
8 入一通信工業株式会社 4 製造業 限定
9 株式会社ＡＯＩ開発センター 5 製造業 含む

10 エーピーエヌ株式会社 5 製造業 含まない
11 エクセレントライフ株式会社 6 医療、福祉 含む
12 株式会社エグロ 6 製造業 含む
13 株式会社エスイー工業 7 製造業 含む
14 NTPトヨタ信州株式会社 7 卸売業・小売業 含む
15 株式会社エネサーブ長野 8 電気・ガス・熱供給・水道業 含む
16 株式会社M・S・D　PLUS 8 サービス業 含む
17 エム施工株式会社 9 建設業 含む
18 大井運送株式会社 9 運輸業、郵便業 含む
19 株式会社　岡谷組 10 建設業 含む
20 化興株式会社 10 卸売業・小売業 含む
21 株式会社河西精機製作所 11 製造業 含む
22 株式会社興和自動車興業 11 卸売業・小売業 含む
23 有限会社　国美工業 12 建設業 含む
24 ゴコー電工株式会社 12 製造業 含まない
25 有限会社　小平建設 13 建設業 含む
26 株式会社 小林工務店 13 建設業 含む
27 医療法人こまくさ会 14 医療、福祉 含む
28 社会福祉法人こまくさ福祉会 14 医療、福祉 含む
29 株式会社小松精機工作所 15 製造業 含む
30 株式会社サンティア　RAKO華乃井ホテル 15 宿泊業、飲食サービス業 含まない
31 社会福祉法人　サン・ビジョン 16 医療、福祉 含む
32 ＪＡ長野厚生連　富士見高原医療福祉センター 16 医療、福祉 含む
33 社会福祉法人下諏訪町社会福祉協議会 17 医療、福祉 含む
34 株式会社シュタール 17 製造業 含む
35 新日本警備保障株式会社 18 サービス業 含む
36 合資会社親湯温泉（蓼科 親湯温泉、上諏訪温泉しんゆ、萃sui-諏訪湖） 18 宿泊業、飲食サービス業 含まない
37 諏訪貸家アパートセンター 19 不動産業、物品賃貸業 含む
38 諏訪交通株式会社 19 運輸業、郵便業 含む
39 諏訪湖畔病院・介護老人保健施設白寿荘 20 医療、福祉 含む
40 社会福祉法人　諏訪福祉会 20 医療、福祉 含む
41 社会福祉法人　聖母の会 21 医療、福祉 含む
42 社会福祉法人清明会しらかば園 21 医療、福祉 含む
43 株式会社全日警　長野支社諏訪営業所 22 サービス業 含む
44 株式会社　大協電業 22 建設業 含む
45 株式会社タクト 23 製造業 含む
46 蓼科グランドホテル滝の湯 23 宿泊業、飲食サービス業 含まない
47 株式会社ちの技研 24 製造業 含む
48 株式会社中部測地研究所 24 サービス業 含む
49 株式会社ツクイ 25 医療、福祉 含む
50 TPR株式会社長野工場 25 製造業 含む
51 株式会社 デジタル・スパイス 26 製造業 含む
52 東洋技研株式会社 26 製造業 含む
53 特定非営利活動法人　ともそだちプラネット 27 教育、学習支援業 含む
54 株式会社　長野日報社 27 情報通信業 含む
55 南新電気工業株式会社 28 建設業 含む
56 株式会社ニチイ学館 28 医療、福祉 含む
57 株式会社nittoh 29 製造業 含まない
58 日本ナレッジ株式会社　諏訪センター 29 サービス業 含まない
59 日本ミクロン株式会社 30 製造業 含む
60 日本連合警備株式会社 30 生活関連サービス業、娯楽業 含む



ブース

№
事業所名

掲載
頁

業種 R3.3学卒

61 株式会社　ハイライト 31 製造業 含まない
62 社会福祉法人ひなたぼっこ 31 医療、福祉 含む
63 株式会社　平出精密 32 製造業 含む
64 藤森土木建設株式会社 32 建設業 含む
65 株式会社　不動産の相談窓口 33 不動産業、物品賃貸業 含む
66 社会福祉法人平成会 33 医療、福祉 含む
67 松澤工業株式会社　岡谷支店 34 建設業 含む
68 丸登電業株式会社 34 建設業 含む
69 株式会社　丸西クレーン 35 建設業 含む
70 税理士法人三澤会計 35 学術研究、専門・技術サービス業 含む
71 株式会社メディック 36 製造業 含む
72 株式会社ライト光機製作所 36 製造業 含む
73 ライフライク株式会社 37 医療、福祉 含む
74 レイクR&D株式会社 37 製造業 含まない
75 株式会社　六協 38 建設業 含む
76 株式会社　和が家 38 医療、福祉 含む

※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。

※R3.3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



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 諏訪市、岡谷市、茅野市ほか 正社員 随時

若干名 諏訪市、岡谷市、茅野市ほか 正社員 随時

若干名 諏訪市、岡谷市、茅野市ほか 正社員 随時

若干名 諏訪市、岡谷市、茅野市ほか パート 随時

No.2 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

若干名 岡谷市 正社員 随時

若干名 下諏訪町 正社員 随時

若干名 諏訪市 正社員 随時

若干名 茅野市 正社員 随時【4】営業

【5】

【6】

特記事項

勤務時間：9：15～17：00 （休憩60分） 　試用期間：なし 
完全週休2日制（土・日)、祝日、年末年始 
有給休暇：初年度・2年目以降とも20日 
夏季休暇5日、私傷病休暇5日 　社会保険完備 
月給：18万円、21万円、24万円＋比例給

事業概要

１商工会議所/商工会会員企業に対する、生命保険による従業員の福利厚生制
度（退職金・弔慰金制度）のコンサルティング営業 
２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 
３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】営業

【3】営業

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：18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
商工会議所共済・福祉制度推進スタッフ　<<急募>> 
＊職場見学（随時）行っています。

〒・住所：392-0023　長野県諏訪市小和田南１４－７諏訪商工会館３F

【4】塾講師

【5】

【6】

特記事項

勤務時間／13:30～22:30（原則：日月休みの週休2日制） 
福利厚生／各種社会保険完備、社員表彰制度、英会話研修、資格取得支援制
度、社員の家族月謝半額 等 
★入社後の社内研修も充実しており、未経験の方でも安心して働いていただけ
ます。

事業概要

学習塾運営事業（いずみ塾43校舎、ベルーフアカデミー6校舎、東進衛星予備
校7校舎）、海外事業（ベトナム・ラオスにて計4校舎）、通信制高校のサポート校
運営、家庭教師用教材販売事業（月刊ポピーなど）、教育関連システムの開発・
販売

採用職種

【1】学習塾マネジメント

【2】専任講師

【3】学習アドバイザー

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

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

資本金：2,000万円 売上高：15億7,000万円 従業員数：正社員121名

株式会社アイキューブ
採用担当

関澤 将義

企業PR
幅広い生徒に対応できる３種の学習塾展開を中心に、海外校舎運営や塾運営
システム・アプリの自社開発も行う総合教育企業です。

〒・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： 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

３名 下諏訪町 正社員、パート 随時

No.4 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 R3.2.1より

3名 諏訪市 正社員 R3.2.1より

【4】

【5】

【6】

特記事項

待遇：通勤手当・営業手当・成果手当 
加入保険：雇用・労災・健康・厚生・所得補償 
休日：年間１２５日以上・週休２日制、祝祭日、年末年始休暇、夏季休暇、その他
会社が定める日 
休暇：産前産後休暇、育児休暇、介護休暇、各種休暇

事業概要

損害保険・生命保険の各種手続きと、企画営業 
保険業務や営業業務に不安がある方にも安心して業務に就いていただけるよ
う、教育＆サポート体制かがしっかりと組まれています。 
可能な業務範囲からスタートし、スキルアップができるのも当社の特徴です。

採用職種

【1】企画営業

【2】ルートセールス

【3】

TEL：0266-78-3780 URL：https://astnohoken.com

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

資本金：300万円 売上高：8,000万円 従業員数：13名

株式会社アスト・コンサルティング　アストのほけん
採用担当

松澤 毅

企業PR
「人のお役に立てる仕事」で一緒に働きませんか？ 
お客さま、地域、社員・家族から愛される会社であるよう努力しています。

〒・住所：392-0014　長野県諏訪市南町１０－５

【4】

【5】

【6】

特記事項

雇用・労災・健康保険加入 
厚生年金加入 
週休２日 
月単位変形労働制

事業概要 大手ＦＣコンビニエンスストア

採用職種

【1】販売スタッフ

【2】

【3】

TEL：0266-28-7668 URL：

FAX：0266-28-7668 E-mail：yuu18330@ezweb.ne.jp

資本金：100万円 売上高：4億円 従業員数：30名

Actry合同会社
採用担当

寺島 睦史

企業PR
大手コンビニエンスストアのＦＣとして地域に根づいたサービス、販売、店づくりを
しています。

〒・住所：393-0041　長野県諏訪郡下諏訪町西四王4862-9
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No.5 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 茅野市 正社員 随時

3名 岡谷市 正社員 随時

No.6 業種区分： 宿泊業、飲食サービス業 新卒採用： 限定

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 本社所在地と同じ他 正社員 R3.4.1より

【4】

【5】

【6】

特記事項
休日、年間92日・賞与、年2回・雇用保険・健康保険・厚生年金保険・労災・寮完
備

事業概要
ホテル・遊園地(冬季スキー場)・日帰り昼食物販施設等、総合リゾート施設の経
営

採用職種

【1】接客サービス全般

【2】

【3】

TEL：0266-68-2211 URL：www.ikenotaira-resort.co.jp

FAX：0267-55-6116 E-mail：k-sawai@ikenotaira-hotel.co.jp

資本金：8,000万円 売上高： 従業員数：250名

株式会社　池の平ホテル＆リゾーツ
採用担当

澤井 万幸

企業PR
お客様第一主義を社是に、従業員全員で世界一あったかいリゾートを目指し、
お客様の笑顔のために一丸となって仕事をしています。

〒・住所：391-0392　長野県北佐久郡立科町芦田八ヶ野1596

【4】

【5】

【6】

特記事項

資格：普通免許（3年以上）。賃金：歩合給、賞与年２回（前年実績）。研修期間中
は賃金保障。加入保険等：雇用、労災、健康、厚生、財形。中退金加入（入社時
５８歳まで）。５勤１休・４勤２休のシフト勤務。二種免許養成制度、生活支援金支
給（詳細は面談）

事業概要

アルピコグループのタクシー会社として、県内各地で事業を営んでいます。諏訪
地域でのシェアは５０％以上。自動日報、ＧＰＳ配車システムの導入などによる乗
務員さんの負担軽減、運行・安全・接客面での社内教育の充実に努め、業務拡
大を目指します。

採用職種

【1】営業係（タクシー乗務員）

【2】営業係（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：1500万円 売上高：31億7600万円 従業員数：653名

アルピコタクシー株式会社
採用担当

武田 直樹

企業PR
勤務時間は相談に応じます。最長７５歳まで継続勤務できます。女性、未経験者
も大歓迎です。興味ある方はぜひご相談下さい。

〒・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： 含まない

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.8 業種区分： 製造業 新卒採用： 限定

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

２名 下諏訪町 正社員 R3.4.1より

【4】

【5】

【6】

特記事項
休日：週休二日制（年間休日数１１５日）年末年始夏季休暇あり 
加入保険：雇用、労災、健康、厚生、財形、確定給付年金 
退職金制度あり（勤続２年以上）

事業概要
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、 
キャビネット、ＬＥＤ照明器具等　の開発設計・製造・販売

採用職種

【1】技術職

【2】

【3】

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：19億1千万円 従業員数：37名

入一通信工業株式会社
採用担当

阿部 和恵

企業PR
情報通信と電子デバイス分野で積み重ねてきた高度な技術力を使い 
大手メーカーとともに、独自の実績を確立しています。

〒・住所：393-8555　長野県諏訪郡下諏訪町３１４０－１

【4】

【5】

【6】

特記事項
土、日　週休2日制 
年間休業115日 
雇用・労災・健康・厚生・財形・退職金制度あり 

事業概要
当社は、ダイカストの金型の設計・製作から成型・加工までのダイカスト製品総合
メーカーとして創業以来60有余年の間、電気通信機器、医療機器、自動車関
係、情報機器等、多くの業界へ高精度、高品質な部品を供給しています。 

採用職種

【1】ダイカスト機械オペレーター

【2】溶解作業員

【3】

TEL：0266-53-0271 URL：www.izumi-dc.com

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

資本金：9500万円 売上高： 従業員数：100名

株式会社イズミ
採用担当

花岡 智昭

企業PR
鋳物・良いもの・良いモノづくり 
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　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

若干名 岡谷市 正社員 随時

No.10 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

【4】

【5】

【6】

特記事項 詳細はハローワーク求人票をご覧ください

事業概要

機械設計及びプリント配線板の設計を軸として、基板製造・部品実装・部品調
達・ハーネス・金属加工品・装置組み立てなど設計から完成品まで一貫して業務
を請け負っております。また、自社オリジナル開発商品「ＡＩＫＡ」の開発・販売も
行っております。

採用職種

【1】機械設計者

【2】

【3】

TEL：0266-78-6544 URL：http://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： 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30代の若手を中心とした会社です。これからの会社の未来に向かって
皆で会社を創り上げています。

〒・住所：394-0003　長野県岡谷市加茂町1-6-6

【4】

【5】

【6】

特記事項
フレックスタイム勤務、年間休日125日、健保・雇用・労災・厚生年金・リフレッシュ
休暇・借上社宅・慶弔見舞・財形貯蓄制度・発明報奨制度あり、海外出張あり。

事業概要 デジタルカメラ等の光学機器・映像・音響・医療機器の開発設計・製造支援

採用職種

【1】技術者

【2】

【3】

TEL：0266-78-8300 URL：http://www.aoi-develop.com/

FAX：0266-78-8320 E-mail：munehisa.kinoshita@aoci.com.tw

資本金：9,000万円 売上高：441百万円 (2019年) 従業員数：37名

株式会社ＡＯＩ開発センター
採用担当

木下 宗久

企業PR
風通しのよい環境で最先端技術に取り組み、今までにないものづくりを目指しま
す。

〒・住所：394-0003　長野県岡谷市加茂町１－７－３９
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No.11 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

2名 茅野市 正社員、パート社員 随時

1名 茅野市 正社員、パート社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員、パート社員

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 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

1名 岡谷市・大阪・東京・名古屋 正社員 随時【4】国内営業

【5】

【6】

特記事項

就業時間：8：20～16：55 
年間休日：115日（社内カレンダーあり）完全週休2日 
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形 
社宅：あり

事業概要
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。当社製品は世界中の製造現場で活躍し、社会の発展に貢献しています。

採用職種

【1】機械設計

【2】制御設計

【3】海外営業

TEL：0266-23-5511 URL：http://www.eguro.co.jp/

FAX：0266-22-6071 E-mail：m-ito@eguro.co.jp

資本金：85,800,000円 売上高：32億2,000万円 従業員数：175名

株式会社エグロ
採用担当

伊東 昌彦

企業PR 創業83年の工作機械の完成品メーカーです。

〒・住所：394-0043　長野県岡谷市御倉町8-14

【4】調理（補助）

【5】

【6】

特記事項

月給 16万 ～35万円  
各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) 
賞与有り 年2回介護関連の資格取得支援制度もあります。これから介護福祉士
など資格を取りたい方も歓迎します。※取得費用は半額会社負担します! 

事業概要
住宅型有料老人ホーム「エクセレントライフ蓼科」 
指定訪問介護事業所「エクセレントライフサービス」 
指定居宅介護支援事業「エクセレントライフ」の運営

採用職種

【1】介護職員

【2】看護師

【3】設備

TEL：0266-67-0609 URL：http://www.excellent-life.ecweb.jp/

FAX：0266-67-0610 E-mail：tateshina@excellent-life.ecweb.jp

資本金：1000万円 売上高：23,000万円 従業員数：３３名

エクセレントライフ株式会社
採用担当

赤堀 高利

企業PR
人生の最終章をより豊かに安心してお過ごしていただくための環境を支援し、高
齢社会へ貢献させていただきます。

〒・住所：391-0301　長野県茅野市北山5513-159
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No.13 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

2名 岡谷市 正社員 随時

2名 岡谷市 正社員 随時

No.14 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 諏訪郡下諏訪町 正社員 随時

１名 諏訪市 パート 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
総合職（新卒）【初任給】190,564～193,927円【福利厚生】誕生祝、結婚祝、配偶
者誕生祝ケーキ、子女入学祝など【加入保険】健康、介護、厚生、雇用、労災
【休日】年間115日、月曜日定休・【必要資格】普通自動車免許

事業概要
トヨタ・レクサスの新車販売、各種中古車販売、自動車の点検・整備業、自動車
の板金・塗装業、保険代理業（自動車・火災）、情報通信業（ａｕ携帯電話）

採用職種

【1】総合職（販売スタッフ）

【2】アテンダント

【3】

TEL：0263-25-9020 URL：https://www.ntp-toyota-shinshu.com

FAX：0263-25-6575 E-mail：akahane_fu@ntp-g.com

資本金：5,000万円 売上高：196億8,700万円 従業員数：420名

NTPトヨタ信州株式会社
採用担当

赤羽 史彦

企業PR
長野県中南信地区に展開する自動車ディーラーです。「人に素敵を」をスローガ
ンに日々活動している会社です。

〒・住所：390-0837　長野県松本市鎌田1-9-13

【4】

【5】

【6】

特記事項
就業時間：8：30～17：15（実働7時間50分） 
年間休日：115日（会社カレンダーによる） 
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生年金・財形

事業概要
自動検査装置や省力化装置機器の開発設計から製作、および工場立上げまで
一貫して行っています。電子機器・部品、自動車部品、素材、医薬剤など幅広い
業界と関わっています。また、金型部品や治工具部品の加工も行います。

採用職種

【1】設計技術

【2】機械組立技術

【3】機械加工技術

TEL：0266-22-6670 URL：http://www.se-kogyo.co.jp/

FAX：0266-22-6656 E-mail：iseki@se-kogyo.co.jp

資本金：3000万円 売上高：5億円 従業員数：45名

株式会社エスイー工業
採用担当

関 市男

企業PR
製品の品質安定のために自動化、省力化装置を開発製作しています。社員全
員で創造・挑戦を心がけています。

〒・住所：394-0055　長野県岡谷市内山4769-52
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No.15 業種区分： 電気・ガス・熱供給・水道業 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 パート 随時

No.16 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

1名 岡谷市他 正社員 随時

若干名 岡谷市他 パート 随時

若干名 岡谷市他 正社員 随時【4】警備員【簡易信号オペレータ】

【5】

【6】

特記事項

加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形、シフト制、制服貸与、マイホーム助
成制度、健康づくりチャレンジ宣言、ハイパー任意労災で幅広い補償、新卒者は
スキルアップ、キャリアアップ 
定年後のシニアの方には生涯現役を応援します。

事業概要

交通誘導警備業務、雑踏警備業務を主とした業務。 
つつじ祭り、岡谷太鼓まつり等のイベント警備を担当しました。 
国家資格を取得して現場リーダーへ。さらにその上位職を目指せる会社です。
業界も不況に強く、”仕事がない”ことはありません。

採用職種

【1】警備スタッフ

【2】幹部候補

【3】警備スタッフ

TEL：0266-75-1564 URL：

FAX：0266-75-1565 E-mail：harada@msd-group.jp

資本金：100万円 売上高：8000万円 従業員数：30名

株式会社M・S・D　PLUS
採用担当

原田 幸一

企業PR
クオリティを追求するので若人の個性を発揮できる会社です。 
健康づくりチャレンジ宣言、ハイパー任意労災で幅広い補償

〒・住所：394-0081　長野県岡谷市長地権現町4-3-37

【4】電気技術者補助作業員

【5】

【6】

特記事項

歓迎条件 
・電気主任技術者の資格をお持ちの方 　・電気工事施工管理の経験がある方 
・電気工事士の資格をお持ちの方 　・電気設備の点検・工事経験がある方 
就業事項、加入保険等 
・求人職種により異なるため担当者へ問い合わせ下さい

事業概要

総合エネルギーサービス業 1.工場、商業施設等の電気設備保守点検業務 2.
電力小売事業 3.CO2削減化に関する省エネ提案機器販売 4.大型リチウム電
池の販売、設置 5.分散型自家用発電装置の販売、設置 6.エネルギー関連の
総合サービス

採用職種

【1】電気技術者

【2】営業技術

【3】保安管理従事者

TEL：0266-28-6645 URL：www.eneserve.co.jp

FAX：0266-28-6663 E-mail：y.hironaka@eneserve-nagano.co.jp

資本金：10百万円 売上高：410百万円 従業員数：24名

株式会社エネサーブ長野
採用担当

弘中 尉一

企業PR
大和ハウスグループの電気設備保守点検・セキュリティサービス部門、独自の技
術と豊富な経験を基に電気設備の安全を守ります。

〒・住所：393-0047　長野県諏訪郡下諏訪町西赤砂4387番8号
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No.17 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

2名 諏訪地域 正社員 随時

3名 長野県中南信地域 正社員＆パート社員 随時

1名 長野県中南信地域 正社員 随時

2名 長野県中南信地域 パート 随時

No.18 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

【4】

【5】

【6】

特記事項

加入保険：雇用・労災・健康・厚生・財形 
必要な資格：離転職者は大型トラックの運転経験がある大型免許保持者が好ま
しい。新卒者は普通免許（ＡＴ限定不可）があれば尚可。入社後、中型・大型免
許を取得していただきます。

事業概要

弊社は工作機械や半導体・液晶製造装置を4ｔ車・大型トラックで輸送し、フォー
クリフトやクレーンで積み卸しや据付、移設作業等を行う機械輸送専門の運送会
社です。入社後、業務に必要なフォークリフトや玉掛けの講習を受講し資格を取
得していただく予定です。

採用職種

【1】ドライバー兼機械移設技術者

【2】

【3】

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

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

資本金：4,500万円 売上高：10億円 従業員数：49名

大井運送株式会社
採用担当

大井 浩

企業PR
昭和３６年の創業以来、長年培ってきた技術と共に時代に合わせて変化し、お客
様のご要望に応えられるよう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

【4】現場作業員

【5】

【6】

特記事項 面談時に詳細説明

事業概要
エム施工株式会社は土木工事を主とした建設会社です。 公共土木工事・民間
土木造成工事・建築リフォーム工事・外構工事・地中熱利用工事・環境改善工事
を業務内容とし 地域社会に貢献しています。

採用職種

【1】現場管理

【2】現場作業員

【3】営業

TEL：0266-27-0287 URL：http://www.emusekou.jp/

FAX：0266-27-0113 E-mail：hideki@emusekou.jp

資本金：2700万円 売上高：2億円 従業員数：16名

エム施工株式会社
採用担当

宮坂 英貴

企業PR
エム施工は土木建設業という「ものづくり」を通じて社会に「誠実な礎」を創出する
理念を掲げています。

〒・住所：393-0093　長野県諏訪郡下諏訪町社6676－5
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No.19 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

1名 岡谷市ほか 正社員 随時

No.20 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 1.随時　2.4/1より

【4】

【5】

【6】

特記事項

加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形、 
諸手当：通勤手当、家族手当、退職金制度（入社3年から） 
年間休日119日 
賞与年2回（令和2年実績2.9ヶ月）

事業概要

材料や製品に「腐食させない、新たな機能を持たせる」などの付加価値をつけ
る表面処理技術は自動車・航空機業界などの部品処理工程で必須です。 

当社では材料や薬品の販売から工場で必要な治具や装置の設計、メンテナン
スまでを一貫して行っています。

採用職種

【1】1：営業　2：設計、技術職

【2】

【3】

TEL：0266-27-7381 URL：www.caco.co.jp

FAX：0266-28-3528 E-mail：hideaki.miyasaka@caco.co.jp

資本金：40,740,000円 売上高：44億6千9百万円 従業員数：82名

化興株式会社
採用担当

宮坂 英昭

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

【4】

【5】

【6】

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 
休日：週休2日制・年末年始休業・夏季休業（年間108日） 
建築・土木系の資格には給料に毎月手当が付与されます。 

事業概要
学校や庁舎等の公共建築工事に工場・店舗・福祉施設等の民間建築工事。トン
ネルや道路・橋梁・砂防堰堤等の土木公共工事を、今までに長野県内はもちろ
ん近隣各県に数多く手掛けてきました。

採用職種

【1】土木施工管理職

【2】建築施工管理職

【3】建築営業職

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

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

資本金：3億1500万円 売上高：107億円 従業員数：125名

株式会社　岡谷組
採用担当

笠原 俊司

企業PR
おかげさまで創業100周年を迎えることができました。これまでの感謝と培ってき
た知識や経験を次の100年へ伝えていきます。

〒・住所：394-0029　長野県岡谷市幸町6番6号
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No.21 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

1名 諏訪市 正社員 随時

No.22 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 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 パート 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険：健康・厚生・雇用・労災 
就業時間：相談可能　　　休日：会社カレンダーによる 
手当：資格手当（各種）・通勤手当・扶養手当・住宅手当

事業概要
地域最大規模の展示場で自動車の販売を行い、全国屈指の店舗型工場で整
備・修理を行う等、カーライフをトータルサポートするグループ企業です。

採用職種

【1】総合職

【2】自動車整備士

【3】コンシェルジュ及びクリーンキー

TEL：0266-52-2364 URL：https://www.kowa-group.co.jp

FAX：0266-57-3376 E-mail：fumina-n@kowa-group.co.jp

資本金：4,800万円 売上高：4億3,500万円 従業員数：37名

株式会社興和自動車興業
採用担当

成田 史奈

企業PR
楽しむ事が基本です。楽しくなければ仕事ではない！楽しくハタラクがKOWA
流！お客様を楽しませる事が、最大の役目です

〒・住所：392-0009　長野県諏訪市杉菜池1918-3

【4】

【5】

【6】

特記事項

社会保険完備 
退職金制度あり 
有給休暇（法定支給） 
週休2日（土、日。月1回程度土曜出勤あり） 
賞与：年2回（直近実績）

事業概要

同軸コネクタ部品・自動車部品・家電部品・文具等の精密切削加工および一部
組立。外径0.1ﾐﾘ～45ﾐﾘの製品をあらゆる材質で加工する切削加工のスペシャリ
ストです。複雑形状や微細加工も得意とし、様々なお客様のニーズにお応えして
おります。 

採用職種

【1】製造技術

【2】業務アシスタント

【3】総務・経理

TEL：0266-52-1375 URL：www.kasai-seiki.co.jp

FAX：0266-52-1396 E-mail：sales8@kasai-seiki.co.jp

資本金：1500万円 売上高： 従業員数：55名

株式会社河西精機製作所
採用担当

河西 克司

企業PR
国内外の大手電子部品メーカー・自動車部品メーカーとお取引きをしておりま
す。女性や若い方が活躍する職場です。

〒・住所：392-0015　長野県諏訪市中洲4720番地
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No.23 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 諏訪地域6市町村内 正社員 随時

3名 諏訪地域6市町村内 1：正社員　2：季節労働者 随時

No.24 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 富士見町 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・退職金制度・社員研修旅行・永年勤
続表彰・健康診断（35才以上：人間ドック） 
行事（花見・納涼会・忘年会・オッコー祭りなど) 
１休３：1年に1度は３連休の有給取得を推奨しています！子育て応援宣言

事業概要

私たちの生活に欠かせないモータは今後ますます必要とされ、お客様に寄り
添った製品をお届けしています。大手企業と直接取引をしており、八ヶ岳・富士
山・南アルプス・入笠山に囲まれた緑豊かな富士見町でお客様と一緒に最先端
の特殊モータを開発しています。

採用職種

【1】製造・組立

【2】

【3】

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：2715万円 売上高：6.0億円 従業員数：65名

ゴコー電工株式会社
採用担当

山下 奈津子

企業PR
航空機・自動車・産業用機器・加工機・工具など幅広い分野で活躍する特殊
モータを、設計開発から試作・量産まで製作しています。

〒・住所：399-0214　長野県諏訪郡富士見町落合字南原山13414-1

【4】

【5】

【6】

特記事項

賃金：月20万円～30万円前後 勤務時間：8時～17時 加入保険等：雇用・労
災・健康・厚生・建設業退職金共済。休日：日曜・お盆・年末年始・有給・振替休
業あり。資格：土木施工管理技士・普通自動車免許（ＡＴ限定不可）未経験者の
方も歓迎します。

事業概要
土木建築工事全般・解体工事・県市区町村公共工事・民間工事・インフラ整備等
を中心に、様々な工事を請負い、作業をしています。

採用職種

【1】土木技術員

【2】土木作業員

【3】

TEL：0266-72-1602 URL：

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

資本金：1000万円 売上高：2億円 従業員数：12名

有限会社　国美工業
採用担当

赤羽 秀彦

企業PR
性別に問わず社員の能力向上・発揮するための研修・資格取得の支援（取得費
用は会社負担）づくりをしています。

〒・住所：391-0013　長野県茅野市宮川8571
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No.25 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 茅野市ほか 正社員 随時

若干名 茅野市ほか 正社員 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

2名 諏訪市ほか 正社員 随時

1名 諏訪市ほか 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・財形など 
休日：週休2日制（隔週、会社カレンダーによる（年間101日）） 
資格：普通自動車運転免許 
試用期間：3ヶ月

事業概要

総合建設業、公共工事（建築、土木、解体）民間企業、店舗、ビル、工場、個人
住宅、リフォームなどの施工。 
個人住宅では、パナソニック耐震住宅を取り入れ、安心と満足と喜びを提供し、
お客様の信頼に応えています。

採用職種

【1】現場代理人

【2】住宅営業

【3】

TEL：0266-52-2133 URL：http://www.kobayashi-komuten.co.jp/

FAX：0266-52-2145 E-mail：info@kobayashi-komuten.co.jp

資本金：5,000万円 売上高：3億9,350万円 従業員数：15名

株式会社 小林工務店
採用担当

小林 俊朗

企業PR
創業52年の総合建設業。 
お客様の”夢をカタチに”満足して頂ける住まいづくりをしています。

〒・住所：392-0016　長野県諏訪市豊田2055番地

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険：雇用・労災・健康・厚生。弊社年間カレンダーによる週休二日制。年
間休日105日。有給休暇とは別にデート休暇制度有。社員寮（民間アパート単
身・世帯）有り。女性も大歓迎です。技能実習生受入れ中（インドネシア）

事業概要

官民土木工事、造園エクステリア工事、建築基礎工事、舗装工事等を請負って
います。依頼相談から引渡積算まで終始お客様に「気持ち良さ・心地よさ・満足
感」を提供する会社を目指しております。仕事はもとよりあいさつ・笑顔・現場の美
しさが弊社の商品です。

採用職種

【1】現場技術者

【2】土木作業員

【3】

TEL：0266-76-2645 URL：https//www.kodaken.jp

FAX：0266-76-5778 E-mail：kodaken@aj.wakwak.com

資本金：500万円 売上高：12,000万円 従業員数：6名

有限会社　小平建設
採用担当

小平 良司

企業PR
諏訪圏域で活躍する小さくとも優しく強い建設会社です。挨拶とマナー、何より笑
顔を大切にする会社です。女性の方も歓迎します。

〒・住所：391-0211　長野県茅野市湖東3295

 13



No.27 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 茅野市ほか 正社員、パート 随時

若干名 茅野市ほか 正社員、パート 随時

若干名 茅野市ほか 正社員、パート 随時

若干名 茅野市ほか 正社員、パート 随時

若干名 茅野市ほか 正社員、パート 随時

No.28 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 茅野市ほか 正社員、パート 随時

若干名 諏訪市 正社員、パート 随時

若干名 茅野市ほか 正社員、パート 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険等：健保・厚生・雇用・労災 
就業時間、休日：職種によって変動します

事業概要

・特別養護老人ホーム　白駒の森（77床） 
・特別養護老人ホーム　ふくろうの森（100床） 
・地域密着型特別養護老人ホーム　うぐいすの森（40床） 
 ・就労継続支援B型　うぐいすの森（喫茶：甘処うぐいす）

採用職種

【1】介護職員

【2】サービス提供責任者（就労支援）

【3】看護師、准看護師

TEL：0266-82-7500 URL：http://www.lcv.ne.jp/~komakusa/

FAX：0266-78-8260 E-mail：dyamashita@komakusa.or.jp

資本金： 売上高： 従業員数：221名

社会福祉法人こまくさ福祉会
採用担当

山下 大輔

企業PR
グループに医療法人を持ち、地域に根差した医療と福祉を包括的に支援してい
ます。近年は障がい者福祉事業にも力を入れております

〒・住所：391-0001　茅野市ちの3000-1

【4】理学療法士、作業療法士

【5】介護支援専門員

【6】

特記事項
加入保険等：健保・厚生・雇用・労災・財形 
就業時間、休日：職種によって変動します。 

事業概要

・池田医院（無床診療所）、居宅介護支援事業所 
・介護老人保健施設虹の森（通所リハ、ショート併設） 
・サテライト老健こまくさの森　グループホームこまくさの森 
・住宅型有料老人ホーム　テラスの森

採用職種

【1】介護職員

【2】管理栄養士、栄養士

【3】看護師、准看護師

TEL：0266-82-7500 URL：http://www.lcv.ne.jp/~komakusa/

FAX：0266-78-8260 E-mail：dyamashita@komakusa.or.jp

資本金：1,000万円 売上高： 従業員数：170名

医療法人こまくさ会
採用担当

山下 大輔

企業PR
医療・福祉の両面から、利用者本位のサービスを心がけ笑顔を忘れず「優しさと
暖かさ」のあるサービスを提供しています。

〒・住所：391-0001　茅野市ちの3000-1
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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

1名 諏訪市 正社員 10/28以降随時

No.30 業種区分： 宿泊業、飲食サービス業 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 諏訪市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

●賃金：164,000円～300,000円●福利厚生：独身寮・温泉 
●加入保険：雇用・労災・健康・厚生 
●就業時間：7時～22時（内7:45分）早番・遅番シフト制 
●休日：8日/月　●経験者優遇

事業概要
◆収容人数は155部屋380名　諏訪エリアでもトップクラスの規模。 
◆チャペルを含むブライダル事業をはじめ、室内プール、大浴場、レストラン、会
議室等、　地域密着の事業形態

採用職種

【1】フロント

【2】

【3】

TEL：0266-54-0555 URL：http://www.hananoi.co.jp

FAX：0266-54-0777 E-mail：jinji@hananoi.co.jp

資本金：4,500万円 売上高：110,000万円 従業員数：100名

株式会社サンティア　RAKO華乃井ホテル
採用担当

松木 志郎

企業PR
●若い社員が多く活気に溢れているため、互いに切磋琢磨し、目標を持って成
長できる企業です！ 　●資格手当・補助あり！

〒・住所：392-0022　長野県諏訪市高島2-1200-3

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形 
休日：土日、他　年間休日：123日 
経験者優遇

事業概要
腕時計部品製造から自動車部品業界へと発展を遂げました。現在の主力製品
であるガソリン燃料噴射用ノズル部品は、「厚さ0.1mmのステンレス板に0.1mmの
極小孔をプレス加工で斜めにあける」という、特殊技術により作られています。

採用職種

【1】プレス工

【2】

【3】

TEL：0266-52-6100 URL：https://komatsuseiki-recruit.com/

FAX：0266-58-1796 E-mail：naohiko@komatsuseiki.co.jp

資本金：9750万円 売上高：75億円 従業員数：270名

株式会社小松精機工作所
採用担当

五味 直彦

企業PR
世界シェア38％を誇る自動車部品を製造しております。特殊超精密加工を得意
とし、更なる発展を目指しております。

〒・住所：392-0012　長野県諏訪市四賀942-2
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No.31 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 下諏訪町、岡谷市、塩尻市、木曽 正職員 R3.4.1

2名 下諏訪町ほか 正職員 R3.4.1

若干名 下諏訪町、岡谷市、塩尻市 正職員 随時

No.32 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 諏訪郡富士見町ほか 臨時職員・パート 随時

５名 諏訪郡富士見町ほか 臨時職員・パート 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

賃金：１４７，２８０円～３０３、３７６円（臨時職員の場合） 
手当：夜勤手当、早出・遅出手当、住宅手当、扶養手当等 
休日：ローテーションによる休日（４週６休）、年末年始等 
加入保険等：雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金等

事業概要

富士見高原医療福祉センターは、富士見町に所在する富士見高原病院を中心
に富士見町・原村・諏訪市・伊那市・辰野町・飯島町に老健５施設、特養３施設、
グループホーム１施設、介護サービスステーション５施設、デイサービス２施設を
運営しております。

採用職種

【1】介護福祉士

【2】介護員

【3】

TEL：0266-62-3030 URL：http://www.fujimihp.com/

FAX：0266-62-5188 E-mail：jinji.ka@fujimihp.com

資本金： 売上高： 従業員数：1180名

ＪＡ長野厚生連　富士見高原医療福祉センター
採用担当

宮澤 弘明

企業PR
”遠くの親戚よりも近くの高原病院”をモットーに地域の方々が安心して生活を送
れるよう医療と介護の一体した支援をしています。

〒・住所：399-0214　長野県諏訪郡富士見町落合１１１００

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生、 
週休2日、昇給年1回、賞与年2回（介護職は年3回）、年次有給休暇入社1か月
後に付与（法人規定による）

事業概要

全国でもトップクラスとなる社会福祉法人です。特別養護老人ホーム、サービス
付き高齢者住宅、こども園を併設した複合型施設を展開するなど従来の枠にとら
われない取り組みを行っています。利用者様一人ひとりの生活ペースに合わせ
た個別ケアの実施。

採用職種

【1】介護職

【2】総合職

【3】看護職

TEL：0263-51-6216 URL：http://www.sun-vision.or.jp

FAX：0263-53-7081 E-mail：nagano_jimucenter02@sun-vision.or.jp

資本金：純資産　282億円 売上高：180億円 従業員数：2,628名

社会福祉法人　サン・ビジョン
採用担当

中谷 かおり

企業PR
「人をつむぎ、人をつなぐ」一人一人が笑顔で活躍できる、皆が笑顔で仕事がで
きる多くの可能性とチャンスが秘められています。

〒・住所：399-0737　長野県塩尻市大門八番町9-10
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No.33 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人 下諏訪町 正社員 出来るだけ早く

1人 下諏訪町 正社員 出来るだけ早く

1人 下諏訪町 正社員 出来るだけ早く

１人 下諏訪町 正社員 出来るだけ早く

１人 下諏訪町 非常勤 出来るだけ早く

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 R3.4.1より

若干名 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】営業

【5】

【6】

特記事項
加入保険等：雇用、労災、健康、厚生、財形 
年間休日：１０９日、別に年次有給休暇の計画的付与５日

事業概要

お客様の仕様に合わせて加工した金属プレートを地元諏訪の企業を中心に供
給しています。「受注したら翌日出荷」を目指していますが、最も大事にしている
ことは「お客様との約束を守る」こと。無理な受注は控えますが、請け負った仕事
はやり切ります。

採用職種

【1】営業

【2】機械オペレータ

【3】検査員

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

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

資本金：1,200万円 売上高：14億円 従業員数：82名

株式会社シュタール
採用担当

小河原 進

企業PR
平均年齢３５歳、創業２３年目の会社。工場は４棟あり、成長中。自由闊達な雰囲
気を感じさせる会社です。

〒・住所：392-0016　諏訪市大字豊田１２３－５

【4】社会福祉士

【5】介護職員

【6】

特記事項
加入保険：雇用・労災・健康・厚生　週休２日 
要普通自動車免許（ＡＴ限定可） 
パソコン（エクセル・ワード基本操作で可）

事業概要

子どもからお年寄りまで、安心して暮らせる福祉のまちづくりを行うため、民間の
福祉団体として、行政だけでは十分に行き届かない領域に対して、地域住民と
共に法律や制度の枠にとらわれずに独自に事業を展開し、地域福祉のまちづく
りに取り組む団体です。

採用職種

【1】保健師

【2】主任介護支援専門員

【3】介護支援専門員

TEL：0266-27-7396 URL：

FAX：0266-27-0890 E-mail：info@shakyo-shimosuwa.or.jp

資本金：100万円 売上高：2億600万円 従業員数：58人

社会福祉法人下諏訪町社会福祉協議会
採用担当

河西 正訓

企業PR
社会福祉事業、介護保険事業と町から委託を受けている地域包括支援センター
を併せて実施している社会福祉法人です。

〒・住所：393-0092　諏訪郡下諏訪町１６２番地４
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No.35 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

6名 諏訪市、茅野市ほか 正社員、パート 随時

1名 下諏訪町ほか 正社員 随時

No.36 業種区分： 宿泊業、飲食サービス業 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 茅野市、諏訪市 正社員 随時

3名 茅野市、諏訪市 パート 随時

2名 茅野市、諏訪市 正社員 随時

1名 茅野市 パート 随時

2名 茅野市、諏訪市 正社員 随時

1名 茅野市、諏訪市 パート 随時

【4】調理補助

【5】接客サービス

【6】接客サービス

特記事項

休日：年間105日 
加入保険等：雇用、労災、健康、厚生、確定拠出年金（401K） 
福利厚生：健康診断、歯科検診、インフルエンザ予防接種、社員旅行、社内運
動会、社員寮完備など 

事業概要

親湯温泉は大正十五年創業の老舗旅館から始まり､現在茅野と上諏訪に３店舗
の旅館を経営しています。 
接客業とはお客様を笑顔にする心温まる仕事。そして親湯温泉は仕事の楽しみ
を感じながら自分を成長させられる場を提供しています。 

採用職種

【1】清掃

【2】清掃

【3】調理師

TEL：0266-54-2020 URL：https://www.shinyu-onsen.com/

FAX：0266-58-9494 E-mail：saiyo@shinyu-onsen.com

資本金：2,000万円 売上高：14億円 従業員数：110名

合資会社親湯温泉（蓼科 親湯温泉、上諏訪温泉しんゆ、萃sui-諏訪湖）
採用担当

田村 文香

企業PR
“お客様の笑顔が嬉しいから仕事をする” 
こんな気持ちをお持ちの方を募集中

〒・住所：391-0301　長野県茅野市北山4035

【4】

【5】

【6】

特記事項

加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形 
賞与年2回、退職金制度有り（勤続4年以上） 
業務に資する資格取得支援 
変形労働時間制（1ケ月単位）

事業概要
長野県に「こだわり」続けた事業展開を基軸に地域の「安心とゆとり」の創造を
以って地域との共存共栄に感謝し地域に「あてにされる」警備の精鋭集団を目指
しています。

採用職種

【1】警備職（施設・交通）

【2】技術職

【3】

TEL：0266-75-1020 URL：http://sinnihonkeibi.com

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

資本金：1200万円 売上高： 従業員数：535名

新日本警備保障株式会社
採用担当

碓田 健

企業PR
地元企業としてお客様のニーズに答える警備プランで「安心」と「安全」を守る事
業を積極的に展開しています

〒・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.37 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 諏訪市ほか 正社員 随時

No.38 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

4名 諏訪市ほか 正社員 随時

3名 諏訪市ほか パート 随時

3名 諏訪市ほか パート 随時

1名 諏訪市ほか パート 随時

1名 諏訪市 正社員 随時

2名 諏訪市 パート 随時

【4】タクシー乗務員（女性専用求人)

【5】訪問介護

【6】タクシー代行運転手

特記事項
※加入保険等：雇用・労災 + 就業時間・日数により健康・厚生 
※就業日数は相談に応じます。 
※普通自動車第二種免許必須、お持ちでない方には免許取得制度があります。

事業概要
一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業、 
自動車運転代行業、自動車分解整備事業、訪問介護事業

採用職種

【1】タクシー乗務員

【2】タクシー乗務員（日勤）

【3】タクシー乗務員(夜勤）

TEL：0266-53-1121 URL：http://www.suwakotsu.com/

FAX：0266-58-1194 E-mail：soumu@suwakotsu.com

資本金：1000万円 売上高： 従業員数：48名

諏訪交通株式会社
採用担当

山谷 剛巳

企業PR
ご利用しやすく、安心・快適なタクシーをご提供します。全車デラックス車両に
て。

〒・住所：392-0012　長野県諏訪市四賀武津103-6

【4】

【5】

【6】

特記事項
●賃金：当社規定によります　●就業時間：9：00～18：00　●休日：100日
●福利厚生：各種社会保険　●資格・経験は不問

事業概要

１、賃貸物件の仲介業務 
２、賃貸物件の管理業務 
３、レンタルボックス・トランクルームの運営・管理 
４、アパート・マンション等の経営コンサルティング業務

採用職種

【1】営業

【2】

【3】

TEL：0266-53-7000 URL：https://toa-fudosan.co.jp

FAX：0266-53-5818 E-mail：fyazaki822@gmail.com

資本金：5000万円 売上高：9億4000万円 従業員数：65名

諏訪貸家アパートセンター
採用担当

矢崎 文也

企業PR
諏訪盆地で賃貸物件の総合不動産業を展開中。アパート・マンションの仲介・管
理業がメイン業務となります。

〒・住所：392-0012　長野県諏訪市大字四賀822番池
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No.39 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 R3.4.1より

3名 岡谷市 パート 随時

３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

若干名 岡谷市 パート 随時

No.40 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 正社員及びパ－ト 随時

若干名 諏訪市 正社員及びパ－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

若干名 諏訪市 正社員 随時

【4】理学療法士

【5】作業療法士

【6】

特記事項 加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形、シフト制週休2日等

事業概要

法人理念に、ご利用者様に対して一人ひとりの方々の輝かしい人生に敬意を表
しつつ、医療及び他介護機関のご協力を得て老人保健施設として広域社会の
期待にお応えし得る名誉ある地位を確立する事を掲げて、多職種協働で介護福
祉の事業活動を行っております。

採用職種

【1】介護福祉士

【2】介護職初任者研修受講者

【3】看護師

TEL：0266-57-5755 URL：https://suwafukushi.com/

FAX：0266-57-5766 E-mail：jimuchou@suwafukushi.com

資本金：100万円 売上高：112,521万円 従業員数：195名

社会福祉法人　諏訪福祉会
採用担当

藤中 敏裕

企業PR
各部署に新人担当者を配置、月1回会議を開催。意見交換を行いながら研修。
座談会で新人同士悩み等を打ち明け共有する場も有り。

〒・住所：392-0027　諏訪市湖岸通り5-11-5

【4】介護職員

【5】調理員

【6】介護職

特記事項
看護補助者・介護職は経験がなくてもはじめられます。 
有給休暇は採用時からつきます。 
デイケア、病院、さつき、白寿荘と多くの職場があります。短時間も可能

事業概要
医療（外来、一般、回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟、精神、認
知症治療病棟、デイケア） 
介護（老人保健施設、通所リハビリテーション、短期入所、特定施設入居者

採用職種

【1】事務職

【2】看護業務補助者

【3】看護師

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

FAX：0266-28-7012 E-mail：tohru.matsuyama@suwakohan-hp.jp

資本金：17,128,000円 売上高：341,950万円 従業員数：530名

諏訪湖畔病院・介護老人保健施設白寿荘
採用担当

松山 徹

企業PR
諏訪湖畔病院と老人保健施設白寿荘を中心に医療と介護を提供し、地域住民
の健康と福祉に貢献します。

〒・住所：394-8515　長野県岡谷市長地小萩1-11-30

 20



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

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 パート 随時

１名 諏訪市 パート 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： 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 富士見町 正規職員 随時

若干名 富士見町 正規、常勤嘱託、パートタイム 随時

若干名 富士見町 非常勤嘱託 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
基本給：185,000～ ボーナス：4.4ヶ月 手当：扶養（家族手当）、住宅手当、通
勤手当、夜勤手当（1回5,000） 寒冷地手当（11月～3月） 社保完備 退職金
401K他複数　福利厚生充実

事業概要

障がい者の生活を総合的に支援する施設です。施設入所支援、生活介護事
業、就労支援、相談支援など。 資格や経験がなくても基本からマスターできるよ
うにサポートします。 人が好き、人と関わることが好きな人なら毎日楽しく取り組
めると思います。

採用職種

【1】生活支援員（ローテーション有）

【2】生活支援員（ローテーションなし

【3】グループホーム世話人

TEL：0266-62-7088 URL：http://www.shirakabaen.or.jp

FAX：0266-62-7062 E-mail：info@shirakabaen.or.jp

資本金： 売上高： 従業員数：72人

社会福祉法人清明会しらかば園
採用担当

大島 良彦

企業PR
色々な時間帯、形態での勤務が可能です。有給休暇や複数の退職金制度他福
利厚生面は充実しています。

〒・住所：399-0214　長野県諏訪郡富士見町落合9507-1

【4】介護支援専門員（居宅介護）

【5】支援員（養護老人ホーム）

【6】介護職員（デイサービス）

特記事項
１．賃金：正社員は学歴や経験、パートは経験を考慮して決定します。２．就業時
間：正社員１日８時間（休憩６０分除く）パートは応相談。３．加入保険等：雇用・労
災・健康・厚生。４．休日：正社員は月９休（２月のみ８休）希望休申請可。

事業概要

１．老人福祉・介護事業：養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホー
ム、通所介護事業所（２か所）、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用
具貸与事業所の設置・運営 
２．児童福祉事業：保育所（４か所）の設置・運営

採用職種

【1】介護職員（特別養護老人ホーム）

【2】支援員（養護老人ホーム）

【3】介護職員（訪問介護）

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

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

資本金： 売上高： 従業員数：201名

社会福祉法人　聖母の会
採用担当

河西 静磨

企業PR
隣人愛を基本理念に、すべての人に手を差し伸べ、思いやりの心を持って、可
能な限りのサービス提供を努めています。

〒・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

３人 １：茅野市　２：岡谷市 １：正社員　２：準社員 １：随時

No.44 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

２名 諏訪郡原村 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項 雇用・労災・健康・厚生

事業概要 電気設備工事全般（工場、ビル、テナント、太陽光他）

採用職種

【1】電気工事士

【2】

【3】

TEL：0266-70-0633 URL：

FAX：0266-70-0634 E-mail：daikyocuore@af.wakwak.com

資本金：１０００万円 売上高：１５,０００万円 従業員数：１０名

株式会社　大協電業
採用担当

大畑 信義

企業PR
若さ、明るさ、堅実をモットーにチームワークの良い楽しい環境を作り、技術・技
能の向上に努め、将来必ず必要となる人を育成 

〒・住所：391-0109　長野県諏訪郡原村15506-3

【4】

【5】

【6】

特記事項

就業時間：一か月単位の変形労働制 
休　　日：月８日　月単位シフト制　年次有給休暇　慶弔休暇 
福利厚生：各種社会保険・精励勤続表彰制度・社員寮・無事故表彰
慶弔見舞金規定・制服貸与 

事業概要
各種セキュリティーサービス業務 　　　大型施設常駐（官庁・商業施設） 
鉄道警備（駅・新幹線内 　　空港警備（空港内手荷物検査） 
機械警備（緊急時の駆け付け 　　貴重品運搬警備（現金輸送等）

採用職種

【1】警備員

【2】

【3】

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

FAX：0266-73-1832 E-mail：nagano@zennikei.co.jp

資本金：４億９４２８万円 売上高：４０９億７千万円 従業員数：５３８５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
「人のぬくもりが伝わる警備」それを提供するのが私たち全日警の 
テーマです。

〒・住所：391-0013　長野県茅野市宮川１３８４－３
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No.45 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

No.46 業種区分： 宿泊業、飲食サービス業 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 茅野市 パート(フルタイム) 募集中

若干名 茅野市 パート 募集中

若干名 茅野市 パート 募集中

若干名 茅野市 パート 募集中【4】製菓(パティシエ)

【5】

【6】

特記事項 転勤なし・時間外労働なし・通勤手当あり・マイカー通勤可・UIJターン歓迎

事業概要

■宿泊部：お客様のご滞在をサポートいたします。 
■調理部：和食・洋食・製菓にて四季折々の味をご提供いたします。 
■料飲部：美味しいお食事を愉しんでいただける空間をご提供いたします。 
■管理部：ホテルの裏方として、ホテルを支えます。

採用職種

【1】ホテル予約業務

【2】キーパンチャー

【3】レストラン及び宴会サービス

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

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

資本金： 売上高： 従業員数：90名

蓼科グランドホテル滝の湯
採用担当

山本義 田中正子

企業PR
2023年に100周年を迎える歴史あるホテルです、 
お客様の安心・安全を最優先にサービスをご提供しております。

〒・住所：391-0393　茅野市北山4028

【4】

【5】

【6】

特記事項
賃金 ： 当社規定による。経験者は優遇いたします。 
年間休日 ： 117日 

事業概要

株式会社タクトはメカ、エレキ、ソフトの3技術を融合し、開発設計から完成品製造
までを一貫して提供しております。 
お客様の困り事を解決できる技術集団であるとともに、ものづくりにおける「便利
屋」を目指しています。

採用職種

【1】PLC・シーケンサーソフト設計

【2】メカ・機構設計

【3】回路設計

TEL：0266-73-3277 URL：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：10億円 従業員数：50名

株式会社タクト
採用担当

田中 雅久

企業PR メカ、エレキ、ソフトの3技術を融合させた技術集団

〒・住所：391-0001　長野県茅野市ちの丁田2762-8
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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

1名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

No.48 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 諏訪市 正社員 随時・R3.4.1(新卒者)

若干名 諏訪市 正社員 随時・R3.4.1(新卒者)

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生、週休2日、お盆休み、年末年始休み。 
免許等：普通自動車免許(AT限定不可)

事業概要

長野県、近隣各県の公共事業のほか、民間の戸建住宅の調査など幅広い調査
および測量業務を請け負っています。ボーリング調査では、自社でボーリング
チームを結成。技術者から土質の採取方法や土質判定の方法などを学べます。 

採用職種

【1】ボーリング助手

【2】測量助手

【3】

TEL：0266-58-0304 URL：https://www.chubusokuchi-lab.com/

FAX：0266-58-9515 E-mail：fujimori-yuichi@chubusokuchi-lab.co.jp

資本金：2000万円 売上高：1億円 従業員数：15名

株式会社中部測地研究所
採用担当

藤森 雄一

企業PR
設立約41年。長野県諏訪地域を拠点として、地域に根ざした地質調査と測量業
務を請け負う建設コンサルティング企業です。

〒・住所：392-0131　諏訪市湖南801-1

【4】

【5】

【6】

特記事項
賃金：16万～24万　年間休日：117日（誕生日休暇含む） 
就業時間：7時間55分　加入保険等：雇用・労災・健康・厚生 
長期継続によるキャリア形成のため年齢制限あり（18～40歳）

事業概要 プリント配線基板の設計・製造・販売

採用職種

【1】製造

【2】設計

【3】

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

FAX：02866-72-0876 E-mail：utikawak@chino-giken.co.jp

資本金：9000万円 売上高：168400万円 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、少量多品種の産業機械向
け基板生産を主体としています。

〒・住所：391-0213　長野県茅野市豊平376-1
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No.49 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、茅野市 パート 随時

若干名 岡谷市、茅野市 パート 随時

若干名 岡谷市 正社員・パート 随時

若干名 岡谷市 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 岡谷市茅野市 正社員 R3.4.1

No.50 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 期間社員 随時

1名 岡谷市 期間社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

月給：191,900円～ 　　手当：交替・深夜・土日出勤・皆勤 
モデル賃金：272,900円 
就業時間：8：00～17：05、20：00～翌5：05 （4勤2休制） 
昇給・賞与：あり 　　加入保険：雇用・労災・健康・厚生

事業概要
TPRの主力製品は”車の心臓部”であるエンジンの根幹を支える重要な部品で
す。よりよい車社会を目指し、「チャレンジ＆スピードアップ」のスピリットで国内・
海外問わず、魅力ある製品を長野から発信しています。

採用職種

【1】製造オペレーター

【2】保全業務

【3】

TEL：0266-23-2811 URL：http://www.tpr.co.jp/

FAX：0266-23-0172 E-mail：kakizaki@tpr.co.jp

資本金：4,758百万円（全体） 売上高：178,530百万円（全体） 従業員数：754名（長野工場）

TPR株式会社長野工場
採用担当

矢ケ崎 等子

企業PR
ピストンリングはエンジン部品に不可欠な製品。 
日本では３社しか製造しておりません。（旧名：帝国ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ）

〒・住所：394-8511　長野県岡谷市神明町2-1-13

【4】看護職員

【5】機能訓練指導員

【6】総合福祉職

特記事項

・昇給あり（年１回／前年度実績０～３０円）・特別手当あり（年２回／前年度実績
６千円～１６万円）・福利厚生制度あり 
※労働条件により加入保険／年次有給休暇日数は異なります。 
※職種により時給・資格等異なりますのでお問い合わせください。

事業概要
・デイサービス事業 
・住まい事業 
・在宅事業

採用職種

【1】ケアクルー（介護職員）

【2】ケアドライバー（送迎職員）

【3】計画作成担当者

TEL：080-4621-9210 URL：https://corp.tsukui.net/

FAX：055-221-1128 E-mail：hinako_koga@apps.tsukui.net

資本金：33億4,220万円 売上高：863億4900万円 従業員数：21,500名

株式会社ツクイ
採用担当

古閑 日奈子

企業PR
入社研修をはじめフォローアップ研修やチューター制度などで未経験の方でも
安心して働ける環境となっております。

〒・住所：233-0002　神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6番1号
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No.51 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 諏訪市ほか 正社員 随時

若干名 諏訪市ほか 正社員 随時

若干名 諏訪市ほか 正社員 随時

若干名 諏訪市ほか 正社員 随時

若干名 諏訪市ほか 正社員 随時

No.52 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

【4】

【5】

【6】

特記事項

勤務時間：8:30-17:30　※部署により11:00-20:00の勤務あり 
仕事内容：製造現場での機械オペレーターや製品出荷作業等 
　　　　　※20kg以上の重量物を扱う仕事になります 
年間休日：125日以上（計画休業含む） 

事業概要

■信号機で使用される製品シェアが90％以上の電気部品メーカー！ 
■創業以来44連続黒字経営を行う安定した企業です！ 
■平均年齢35歳！若手社員が多く活躍する会社です！ 
■研修や資格取得支援制度有、未経験者でも安心して働けます！ 

採用職種

【1】製造

【2】製品出荷

【3】

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

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

資本金：1000万円 売上高：56億3,928万円 従業員数：227名

東洋技研株式会社
採用担当

上原 歩

企業PR
■■正社員募集！■■ 未経験者歓迎！転勤・夜勤なし、月残業1時間未満で
ワークライフバランスが取れる職場です！

〒・住所：394-0081　長野県岡谷市長地権現町4-8-7

【4】システムエンジニア

【5】シーケンサ開発技術者

【6】

特記事項

賃金：能力、経験により決定 
就業時間：9：00～18：00 
加入保険等：雇用保険，労災保険，健康保険，厚生年金，財形、週休2日制(年
間休日117日)、確定拠出年金、退職金制度あり、定年60歳 

事業概要

ソフトウェア開発、メカ、電気設計、組立調整、パートナー企業による委託、請け
負い事業、技術者派遣事業など 
主な製品：スティックインサーター、SECSインターフェイス(工場自動化のための
制御)、Machine Vision(高精度画像検査)

採用職種

【1】装置組立て技術者

【2】ソフトウェア開発

【3】電気設計技術者

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：2,750万円 売上高：11億円 従業員数：57名

株式会社 デジタル・スパイス
採用担当

宮澤 重輝

企業PR
2020年7月よりアルプス技研のグループ会社となり、ものづくり、アウトソーシング
事業まで対応できるようになりました。

〒・住所：392-0012　長野県諏訪市四賀1821 松木ビル２F
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No.53 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 岡谷市 正社員　パート 随時

若干名 岡谷市 正社員　パート 随時

若干名 岡谷市 正社員　パート

若干名 岡谷市 正社員　パート

No.54 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・上伊那地方ほか 正社員 R3.4.1より

若干名 諏訪・上伊那地方 正社員 R3.4.1より

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形。確定給付年金。退職共済あり。年間
休日104日。新卒基本給18万5000円。

事業概要
日刊新聞「長野日報」を諏訪・上伊那地域を中心に約5万8000部発行。「諏訪湖
マラソン」をはじめ多くの事業を展開。 

採用職種

【1】新聞記者

【2】広告営業

【3】

TEL：0266-52-2000 URL：http://www.nagano-np.co.jp/

FAX：0266-58-8895 E-mail：somu@nagano-np.co.jp

資本金：7500万円 売上高：12億円 従業員数：105人

株式会社　長野日報社
採用担当

小幡 義明

企業PR
2021年に創刊120年を迎えます。地域密着の情報を発信し、郷土の文化・スポー
ツ振興も積極的に進めています。

〒・住所：392-8611　諏訪市高島3丁目1323-1

【4】言語聴覚士　理学療法士等

【5】

【6】

特記事項
加入保険：雇用・労災・健康・厚生。退職金共済加入。育児休暇あり。年間休日
110日

事業概要
障がいを持つ子ども達の余暇支援や療育を目的として放課後デイサービス事業
をおこなっています。放課後は学習支援を中心とし休日は外出活動や様々な体
験教室、クラブ活動を行っています。

採用職種

【1】保育士

【2】社会福祉士

【3】教員

TEL：0266-78-7642 URL：http://tomosodachi.or.jp

FAX：0266-78-7622 E-mail：wakuwaku-station@tomosodachi.or.jp

資本金： 売上高： 従業員数：17名

特定非営利活動法人　ともそだちプラネット
採用担当

福田 敬子

企業PR
経験豊かな保育士とバイタリティー溢れる若い指導員が障がいがある子ども達と
共に学び共に成長すべく元気に楽しく働く職場です。

〒・住所：394-0035　長野県岡谷市天竜町2-1-2
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No.55 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

2～3名 茅野市 正社員 随時

2～3名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

No.56 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

2名 茅野市他 パート 随時

若干名 岡谷市、諏訪市、茅野市ほか 正社員、パート 随時

1名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市ほか パート 随時【4】ケアマネジャー

【5】

【6】

特記事項

福利厚生は充実　 　　加入保険等：雇用・労災・健康・厚生 
働く時間・休日はご相談下さい。 
資格がなくても働けます。働きながら資格取得が可能。 
経験者には優遇いたします。 　　有休・家族愛休暇あり。 
働き易い環境を提供いたします。

事業概要

医療・介護・保育など、人々の生活に関わりの深い分野で事業を展開していま
す。近年では、子育て支援やグローバル化の進展に伴い、保育や語学などへ事
業領域を拡大させ、国内外問わず、誰もが安心して暮らすことができる社会の実
現に努めていきます。

採用職種

【1】事務員

【2】介護業務

【3】福祉用具専門相談員

TEL：0266-24-1581 URL：https://www.nichiigakkan.co.jp

FAX：0266-24-5060 E-mail：hc622j@nichiigakkan.co.jp

資本金：119億3300万円 売上高：2878億円 従業員数：約95,000人

株式会社ニチイ学館
採用担当

武藤 香織

企業PR
介護の仕事を長く続けて頂く為の環境や、サポート体制をご用意し、一人ひとり
のライフスタイルやニーズに応じて働き方を選べます

〒・住所：394-0022　長野県岡谷市銀座1-1-18サクラヤビル3F

【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

茅野・諏訪地域を中心に主に建築物の電気設備の工事を手掛けて６５年。学校
や病院などの公共工事から一般住宅まで様々な施設の工事に携わり、地域から
の厚い信頼を得てきました。ライフラインを守る地域に必要な存在として、誇りを
持って仕事をしています。

採用職種

【1】電気工事士

【2】施工管理技士

【3】事務

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

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

資本金： 売上高： 従業員数：22名

南新電気工業株式会社
採用担当

金子 悦子

企業PR
資格や専門知識がなくても、やる気と仕事への情熱があれば大丈夫です。必要
な資格については、会社負担にて取得を目指せます。

〒・住所：391-0002　長野県茅野市塚原二丁目４番３号
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No.57 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 諏訪市 正社員 随時

1名 諏訪市 正社員 随時

No.58 業種区分： サービス業（他に分類されないもの） 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 下諏訪町 正社員 随時

若干名 諏訪市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

雇用・労災・厚生・健康・資格取得支援・服装自由 
完全週休2日(土/日)・就業時間9:00-18:00(実働8時間) 
年間休日120日以上・有給休暇・産前産後休暇 
経験者優遇・IT知識あれば業界未経験でも可 

事業概要

ソフトウェアテスト検証 
ソフトウェア開発（パッケージ及び受託開発） 
セキュリティソフト開発 
システム保守・運用

採用職種

【1】開発エンジニア

【2】システム保守要員

【3】

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

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

資本金：7,100万円 売上高：28.8億円 従業員数：285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
社員一人一人の能力と価値を尊重し、公平に評価します。若いメンバーが多く
アットホームな職場です。私達と一緒に働きませんか。

〒・住所：393-0041　長野県諏訪郡下諏訪町4867-8

【4】

【5】

【6】

特記事項
＜必要な経験・資格等＞ 
採用職種【1】3年以上の実務経験、英検準1級またはTOEIC730点以上 
採用職種【2】3年以上の実務経験

事業概要
各種光学レンズユニットの開発および製造。 
プラスチック成形。金型設計および製造。

採用職種

【1】法務

【2】情報システム

【3】

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：117億円 従業員数：410名

株式会社nittoh
採用担当

山内 章弘

企業PR
光学レンズを手掛けて70年。国内・海外から寄せられるニーズに合ったレンズを
開発から製造まで一貫して手掛けます。

〒・住所：392-0131　長野県諏訪市湖南4529
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No.59 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

No.60 業種区分： 生活関連サービス業、娯楽業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

１０名 諏訪市他 正社員 R3.4.1より

２名 諏訪平６市町村 正社員 随時

１名 諏訪平６市町村 正社員 随時

１名 諏訪平６市町村 正社員 随時【4】技術

【5】

【6】

特記事項

賃金は、別途求人票の通り。勤務時間：警備業務は、9時間勤務 3交代制（1時
間休憩）。営業・技術は、日勤 9時間勤務（1時間休憩）加入保険：雇用、労災、
健康、厚生、財形。週休2日制（警備業務は、シフト制で土日祝が必ずしもお休
みではありません）

事業概要

業務の柱は、施設警備と輸送警備です。交通誘導業務はしておりません。施設
警備業務は、警備員が常駐、巡回、機械警備業務（異常が発生したら駆け付け
る）を行っています。輸送警備業務は、店舗の売上金等の現金を安全に輸送し、
目的場所に届ける業務です。

採用職種

【1】総合職（大卒等）

【2】機械警備員

【3】営業

TEL：0263-25-7444 URL：http://www.jsu-nagano.co.jp/

FAX：0263-26-7431 E-mail：jinrou@jsu-nagano.co.jp

資本金：3200万円 売上高：24億4,400万円 従業員数：250名

日本連合警備株式会社
採用担当

塚田 浩司

企業PR
私たちは、創業より４９年セキュリティのノウハウを活かし、施設の警備や現金に関
わる安心・安全なサービスを提供しています。

〒・住所：399-0005　長野県松本市野溝木工2丁目7-15

【4】

【5】

【6】

特記事項
各種社会保険、退職金制度 
年間休日114日

事業概要 電子回路基板、FRIDタグの開発、製造販売

採用職種

【1】営業

【2】営業アシスタント

【3】

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：65名

日本ミクロン株式会社
採用担当

武井 淳也

企業PR
研究開発に力を注ぎ、独自技術を開発し、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電子回路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.61 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 諏訪市または茅野市 正社員 随時

No.62 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 富士見町、原村 正社員、パート 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険：雇用・労災・健康、週休2日、特休6日、休日116日、退職金、慰労金
（20年勤続で65歳から10年間で300万円支）、初任者研修（初任給169,000円）、
介護福祉士177,000円）

事業概要
住み慣れた地域で老後を安心して暮らせるために切れ目のない施設体系をめざ
し、通所施設は18名、ケアハウスは65名、グループホームは18名を運営しなが
ら、無料学習塾や、100円食堂、フードバンクなども行っています。

採用職種

【1】介護要員

【2】

【3】

TEL：0266-61-2335 URL：http://www.hinatabokko.net

FAX：0266-61-2336 E-mail：honbu@hinatabokko.net

資本金：1075万円 売上高：43,000万円 従業員数：93

社会福祉法人ひなたぼっこ
採用担当

森 正明

企業PR
利用者の人権を尊重し、利用者・地域の皆さんと一緒にオープンな運営をめざし
ながら、常に職員の労働条件の改善を行っています。

〒・住所：399-0211　長野県諏訪郡富士見町富士見11650-1

【4】

【5】

【6】

特記事項

週休2日制、年間休日125日 
加入保険：雇用、労災、健康、厚生、財形 
就業時間　8：25～17：20　夜勤等の交代勤務あり 
賞与あり(年2回）、給与は応相談。

事業概要

お客様から預かった金属部品にめっきをつけるのが 
主な業務になります。めっきの種類はいろいろありますが 
ニッケルめっきが主流になります。ほかにバレル研磨などの表面処理も行ってい
ます。 

採用職種

【1】製造

【2】

【3】

TEL：0266-78-7130 URL：http://www.highlight.co.jp

FAX：0266-82-7080 E-mail：yamoto@highlight.co.jp

資本金：2000万円 売上高：24億4000万円 従業員数：135名

株式会社　ハイライト
採用担当

矢本 英昭

企業PR
めっき初心者でも気にせず、声をかけてください。 
社内には実際、他県から移住してきた人もいます。

〒・住所：391-0213　長野県茅野市豊平1528
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No.63 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(本社工場) 正社員 随時

1名 岡谷市(神明工場) 正社員 随時

若干名 岡谷市(本社工場) 正社員 随時

若干名 岡谷市(本社工場) 正社員 随時

若干名 岡谷市(本社工場) 正社員 随時

No.64 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

5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
労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険 
普通自動車運転免許(MT)必須 
年間休日108日　土曜日は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に、多くの土木構造
物の施工を行っています。

採用職種

【1】土木施工管理

【2】営業

【3】

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

FAX：0266-58-4346 E-mail：fujicon@mx.suwanet.net

資本金：6000万円 売上高：16億円 従業員数：30名

藤森土木建設株式会社
採用担当

藤森 勇希

企業PR
弊社は、創業以来一貫して土木工事業を主体として展開してきた会社です。都
市基盤整備を通じて諏訪圏域の産業を支えています。

〒・住所：392-0021　長野県諏訪市上川２－２１９０－１

【4】ＩＴ推進

【5】洗浄・出荷・梱包業務

【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

【精密鈑金加工】 
3次元CAD設計・開発及び製造、金型・治工具設計製作、ソフト開発、精密鈑金
コンサルタント 
【インライン型スパイラル洗浄機製造販売】 

採用職種

【1】製造技術職

【2】洗浄機の設計

【3】検査員

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

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

資本金：2400万円 売上高：12億2千2百万円 従業員数：135名

株式会社　平出精密
採用担当

北澤 高則

企業PR
「イメージを形に・・・」 
会社の発展と社員の幸福を一致させる

〒・住所：394-0001　長野県岡谷市今井1680-1
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No.65 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

1名 岡谷市ほか 正社員 随時

No.66 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、茅野市 正社員 随時（新卒者はR2.4.1～）

若干名 岡谷市、諏訪市、茅野市 パート 随時

若干名 岡谷市、諏訪市 正社員 随時

若干名 岡谷市、諏訪市 パート 随時

若干名 岡谷市 正社員 随時（新卒者はR2.4.1～）

若干名 岡谷市 パート 随時

【4】看護職

【5】調理員

【6】調理員

特記事項
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形 
勤務：週休2日（パートは勤務日数応相談）

事業概要

ご高齢の方のための福祉事業です。 
長野県内の中南信地域において、有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護
老人保健施設、グループホーム、デイサービスなど、２３の事業所を運営しており
ます。

採用職種

【1】介護職

【2】介護職

【3】看護職

TEL：0263-51-6610 URL：http://www.heisei-kai.jp/

FAX：0263-53-5828 E-mail：heiseikai@heisei-kai.jp

資本金：4億1,320万円 売上高：39億3,897万円 従業員数：750名

社会福祉法人平成会
採用担当

宮澤 優一

企業PR
私どもは地域の人々に慕われ必要とされる法人となるべく、地域の皆様の幸せづ
くりのお手伝いを続けています。

〒・住所：399-6461　宗賀１２９８－９２

【4】

【5】

【6】

特記事項

年齢制限あり（35歳以下）、学歴：高卒以上、加入保険等：雇用・労災・健康・厚
生、週休2日（水・木）、時間外労働あり（月平均30時間程度）不動産業の知識研
鑽の為の研修、価値観や職務遂行能力を向上させるための社外研修など各種
研修制度あり。

事業概要

経営ビジョンは「不動産の力で 人を笑顔にし 地域を元気にする」です。 
不動産を「売りたい」「買いたい」「何とかしたい」と、思っている人の話を善く聴い
て、その人にとって最善と思われる方法を、共に考え共に笑顔になれるよう考え
行動する会社です。

採用職種

【1】不動産の営業（管理職候補）

【2】

【3】

TEL：0266-75-8822 URL：https://f-s-m.co.jp/

FAX：0266-75-8823 E-mail：isshikinaoki@gmail.com

資本金：３００万円 売上高：１２，９５９万円 従業員数：４名

株式会社　不動産の相談窓口
採用担当

一色 直樹

企業PR
お客様から“ありがとう”と言われ、お客様に“ありがとう”と感謝し、共に働く仲間に
も“ありがとう”と言い合える会社を目指す。

〒・住所：394-0031　岡谷市田中町2丁目１番２号,
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No.67 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 随時又は R3.4.1

若干名 岡谷市、近隣市町村 正社員 随時又は R3.4.1

No.68 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 長野県内 正社員 随時

2名 長野県内 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

休日休暇：日曜日、祝日、第2・4土曜日　 
　　　　　　　年次有給休暇 
福利厚生：各種社会保険完備、情報通信設備企業年金基金 
　　　　　　　退職金制度、資格取得補助制度　他

事業概要
当社の業務は、電話・無線・ネットワーク・映像などの弱電設備から、CATV・道路
情報システム・防災システムなどの社会インフラまで幅広くカバーしています。
（県下に5事業所があります。）

採用職種

【1】技術

【2】営業

【3】

TEL：0266-23-4833 URL：http://www.maruto.co.jp/

FAX：0266-22-1565 E-mail：nakamura_yuuichi@maruto.co.jp

資本金： 売上高： 従業員数：86名

丸登電業株式会社
採用担当

中村 裕一

企業PR
お客様と共に成長し、信頼できる「100年企業」を目指しています。興味のある方
は、お気軽にお問合せ下さい！

〒・住所：394-0035　長野県岡谷市天竜町3-9-1

【4】

【5】

【6】

特記事項

雇用・労災・健康・厚生・財形、401K、加入。年間休日110日。日祝日休み、土曜
出勤あり、年末年始・ＧＷ・お盆休み。必要資格の取得応援。 ソフトボール大
会、ＢＢＱ、諏訪湖の清掃。 
毎年、諏訪６市町村小学校全校へ図書の寄贈もしています。

事業概要

病院、公共施設、工場等、建物の空調・衛生・消防含め、各種設備分野の【設計
から施工】までを手掛ける総合設備会社です。 
『感動と喜びを与える達人を目指して』私達と共に努力を重ね、力を合わせて歩
んでいきませんか。

採用職種

【1】営業、工事関係の事務全般

【2】工事施工管理業務（代理人）

【3】

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

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

資本金：4500万円 売上高：31億円 従業員数：20名（岡谷支店）

松澤工業株式会社　岡谷支店
採用担当

南澤 和也

企業PR
『これからの建設業は女性の時代』　女性の進出を歓迎します。 
一緒に『大きなモノづくり』をやりませんか。

〒・住所：394-0085　長野県岡谷市長地小萩3-9-22
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No.69 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 下諏訪町 正社員 随時

No.70 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

若干名 長野県諏訪市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

諸手当：職能給、役職手当、資格手当、家族手当、住宅手当、通勤手当 
休日休暇：週休2日制、年末年始、GW、夏期、年次有給休暇、各種休業休暇あ
り、年間休日119日 
福利厚生：各種社会保険、退職金制度、永年勤続、財形貯蓄、慶弔見舞金 

事業概要 税務、会計、コンサルティング業務

採用職種

【1】会計・税務スタッフ

【2】

【3】

TEL：0266-52-5544 URL：http://misawakaikei.jp/

FAX：0266-52-5545 E-mail：saiyo@misawakaikei.jp

資本金： 売上高： 従業員数：40名

税理士法人三澤会計
採用担当

伊藤 良太

企業PR
三澤会計は地域で一番のプロ集団を目指しております。お客様第一主義を掲
げ、お客様に最良の答えを導き出すのが我々の仕事です。

〒・住所：392-0022　長野県諏訪市高島３－１２０１－９０

【4】

【5】

【6】

特記事項
・加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・三井住友傷害保険（会社負担） 財形（希
望者のみ） ・賃金：経験者優遇いたします。 ・休日：土曜（隔週）、日曜 ・免許
取得制度あり（未経験者）　・女性の応募、大歓迎です。

事業概要

昭和56年12月12日創業。平成5年12月、株式会社に変更。 
代表取締役　西　禎康。 
建設業許可　とび・土木工事業　機械器具設置業を取得。 
保有機材　ラフタークレーン　10t～65t　14台、トラッククレーン5t　1台。

採用職種

【1】クレーンオペレーター

【2】

【3】

TEL：0266-27-4199 URL：

FAX：0266-28-1151 E-mail：marunishi.crane@nifty.com

資本金：1,000万円 売上高：18,600万円 従業員数：11名

株式会社　丸西クレーン
採用担当

西 禎康

企業PR
建設業の中で、弊社はクレーン作業を中心にしています。 
従業員は職歴20～30年以上のベテランが多いです。

〒・住所：393-0087　長野県諏訪郡下諏訪町西鷹野町4611-86
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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 富士見町 正社員 随時

2 富士見町 正社員 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

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

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

【4】生産管理

【5】その他技術職

【6】その他事務職種

特記事項

各種社会保険完備 
･通勤手当･住居手当･配偶者、子供手当･財形貯蓄制度、他多数 
年間休日：120日 
休日･休暇：完全週休2日制、祝日･年末年始休暇 
慶弔･有給･産前産後･育児･介護休暇あり（産休･育休取得実績あり） 

事業概要
工芸品の様な繊細さと、1000Gの衝撃にも耐える耐久性を併せもつライフルス
コープを作るために設計技術、精度の高い加工技術、緻密な組立て技術を磨
き、最高の製品を世界中へ届けています。

採用職種

【1】生産組立

【2】アルマイト加工

【3】資材購買

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： 売上高： 従業員数：211名

株式会社ライト光機製作所
採用担当

石井 宏明

企業PR
長野県諏訪市から世界一の製品を生み出すグローバルニッチトップを一緒に目
指しませんか？

〒・住所：392-0015　長野県諏訪市大字中洲3637

【4】

【5】

【6】

特記事項
就業時間８時～１７時（休憩１時間+１５分） 
週休２日 
経験者優遇

事業概要
様々な工作機械（マシニングセンターや放電加工機等）や、パソコンを使った設
計業務、最終的に手作業による仕上げ加工を行い、金型を製作しております。

採用職種

【1】設計

【2】現場作業

【3】

TEL：0266-62-3865 URL：http://www.medic-mold.com

FAX：0266-62-5712 E-mail：s.momose@medic-mold.com

資本金： 売上高： 従業員数：5名

株式会社メディック
採用担当

百瀬 慧

企業PR
主にダイキャスト金型を設計から加工、組立を行っています。新規の物を作ること
が多く、常に新しい事への挑戦を行っております。

〒・住所：399-0211　長野県諏訪郡富士見町富士見3749-2
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No.73 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

２名 岡谷、下諏訪、諏訪、茅野、原村 正社員、パートスタッフ 2021年3月1日より

No.74 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 岡谷市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

学歴・資格・経験不問／試用期間3ヵ月(同条件)／就業時間：8:30～17:00／年
間休日122日(原則土日、会社カレンダーによる)／各種社会保険加入／昇給賞
与あり／退職金制度 
詳細は会場ブースまたはハローワーク求人票をご覧ください。

事業概要

2016年3月にISO13485取得。2018年12月に上市し、癌や胆石等の手術に用い
る内視鏡用の医療機器を製造・販売を行っております。顕微鏡下での作業、洗
浄のための薬品使用(ゴム手袋使用)やクリーンルーム内にて検査を行っていた
だきます。

採用職種

【1】製造及び検査

【2】

【3】

TEL：0266-75-5917 URL：

FAX：0266-75-5918 E-mail：a.ushiyama@lakerd.biz

資本金：500万円 売上高：非公開 従業員数：22名

レイクR&D株式会社
採用担当

牛山 文子

企業PR
医療機器メーカーとして、自社開発しています。世界的にも認めらる高い技術力
を持ち、医師からも開発オファーを頂いております。

〒・住所：394-0028　長野県岡谷市本町3-8-7

【4】

【5】

【6】

特記事項

【正規職員の場合】雇用保険、社会保険、厚生年金保険完備しています。【パー
ト職員の場合】週２０時間以上雇用保険加入【待遇・福利厚生】慶弔休暇、昇給
年1回、賞与年2回（パートなし）、交通費全額支給、マイカー通勤可能、自動車
保険補助、住宅手当て。

事業概要

2021年3月、岡谷市に訪問看護ステーションを新たに立ち上げるため、新規採用
を行います。私たちの事業の柱は、「訪問看護」「訪問リハビリ」「訪問鍼灸」で
す。スタッフが持ち前のチームワークを発揮して、地域の貴重な社会資源を担っ
ています。 

採用職種

【1】看護師

【2】

【3】

TEL：0266-78-7650 URL：http://lifelike-care.com

FAX：0266-79-7995 E-mail：a.motojima.2015@gmail.com

資本金：155万円 売上高：1億1,500万円 従業員数：２２名

ライフライク株式会社
採用担当

元島 綾子

企業PR
安心、安定、自分らしくが理念。利用者さまに安心をお届けする私たち自身が、
生き生きお仕事できることが大事だと考えています。

〒・住所：391-0013　長野県茅野市宮川3987-3
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No.75 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

2 下諏訪町 正社員 随時

1 下諏訪町 正社員 随時

1 下諏訪町 正社員 随時

No.76 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

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 パート 随時

1名 岡谷市 パート 随時

2名 岡谷市 パート 随時

【4】介護職

【5】運転手

【6】

特記事項

正社員賃金159,000～305,000円資格、経験年数に準ずる。 
パート賃金849～1,200円資格、経験年数に準ずる。 
資格 無資格でも相談可能。就業時間8：30～17：30変則勤務、夜勤あり。加入
保険：雇用・労災・健康・厚生・週休2日

事業概要

一人ひとりとじっくり接する介護を通じて、あなたも活躍できるチャンスがありま
す。「流れ作業の介護をしたくない」「忙しすぎて一人ひとりの利用者さんと向き合
えなかった」そんな思いを持っている方へ「相手の生活に寄り添う介護」それがこ
こでの介護です。

採用職種

【1】介護職

【2】看護職

【3】セラピスト

TEL：0266-75-2606 URL：

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

資本金：400万円 売上高： 従業員数：80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。資格取得に向け一部補助し支援します。育休、産
休あります。子育て中の方も時短勤務相談応じます。

〒・住所：394-0034　長野県岡谷市湖畔4-1-27

【4】

【5】

【6】

特記事項
六協で働けて良かったと社員やその家族が思える会社を目指しています。 
やる気のある方は我々と一緒に働きましょう。 
また施工管理の資格をお持ちの方は是非ともご応募をお待ちしています。

事業概要

建築、土木、解体の施工を主として不動産業、産業廃棄物処理業も行っており、
建設に関わる業務を一手に実現できる会社です。 
多様化するお客様の要望や問題、企画に対して総合窓口となり、お客様の課題
解決のお手伝いをさせて頂いております。

採用職種

【1】建築施工管理

【2】土木施工管理

【3】解体施工管理

TEL：0266-28-6000 URL：http://www.rokkyo.co.jp/

FAX：0266-28-7285 E-mail：m_kasai@rokkyo.co.jp

資本金：4300万円 売上高：14億円 従業員数：36名

株式会社　六協
採用担当

河西 誠

企業PR
総合建設業として地域に根差し50年を超える実績があります。 
我々は「地域で一番信頼される会社」を目指しています。

〒・住所：393-0056　長野県諏訪郡下諏訪町広瀬町5259

 38


	01配布資料表紙
	02会場図
	03配布資料目次
	04配布資料
	空白ページ

