
No.1 業種区分： 医療、福祉 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 岡谷市 正社員／契約社員 随時

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 諏訪市ほか 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
月額：180,000円～240,000円 その他業績給・募集手当・正社員昇給手当・損保
手当・育児手当・顧客満足度手当・保全活動手当等 休日：土・日・祝 週休２日
制毎週　就業時間：９：１５～１７：００

事業概要

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

採用職種

【1】営業

【2】

【3】

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

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

資本金：850億円 売上高： 従業員数：21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
全国商工会議所の９９％にあたる５１１商工会議所でアクサ生命の各種保険制度
が採用されています。

〒・住所：392-0023　長野県諏訪市小和田南１４－７諏訪商工会館３F

【4】

【5】

【6】

特記事項

介護職（正社員）賃金：186,000円～259,000円
介護職（契約社員）賃金：919円～1,152円（時給）
社会保険完備、無資格・未経験での応募可、資格取得支援制度あり
就業時間・勤務日数は相談可

事業概要
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）での、介護・生活支援の仕事で
す。
入居定員18名（２ユニット）

採用職種

【1】介護職

【2】

【3】

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

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

資本金：1億円 売上高：319億9500万円 従業員数：6300

愛の家グループホーム岡谷幸町
採用担当

稲田 学

企業PR
全国281事業所、グループホームの運営居室数が全国最多となり、日本一の認
知症専門会社です。

〒・住所：394-0029　長野県岡谷市幸町6-24-1
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No.3 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

No.4 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 諏訪市 正社員 随時

１名 諏訪市 パート 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

給与　大卒190.000万～、高卒180.000万～　他能力により相談
加入保険　雇用・労災・健康・厚生　週休２日
福利厚生　シャワールーム、簡易トレーニングマシーンあり
就業時間　８時30分～５時30分（休憩１時間）

事業概要

弊社はCNC自動旋盤と呼ばれる工作機械を使用し、精密な部品を加工していま
す。
幅広い業界の製品を作りだしています。自動車、圧力計器、空圧機器、コネクタ
部品、他。

採用職種

【1】CNC自動旋盤の操作オペレータ

【2】製品検査

【3】

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

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

資本金：600万円 売上高： 従業員数：７名

有限会社アムス
採用担当

藤森 康年

企業PR
少数精鋭で高収益企業を目指しています。
社会、会社、個人のために志高く働きたい方を募集しています。

〒・住所：392-0131　長野県諏訪市湖南3927-1

【4】

【5】

【6】

特記事項

機械組立・調整技術者：CAD図面が読め、機械装置組立の経験者
制御設計：Ｃ言語やＶＢ・あるいはシーケンサを使ってのソフトの制作経験者
加入保険等：労災・雇用・健康・厚生
完全週休2日、年間休日124日、独身寮（年齢制限あり）

事業概要

FA(工場の自動化)装置の開発・設計・製造・販売を行っています。
メインは半導体業界向けの部品の高精密実装装置や組立装置を取扱います。
取引先は国内外問わず大手メーカー。一貫体制を敷いているので
顧客の要望に柔軟に対応します。

採用職種

【1】機械組立・調整技術者

【2】制御設計

【3】

TEL：0266-53-3369 URL：http://www.athlete-fa.jp/

FAX：0266-53-3538 E-mail：saiyo18@athlete-fa.co.jp

資本金：8,580万円 売上高：35億6,400万円 従業員数：95名

アスリートＦＡ株式会社
採用担当

山岸 岳志

企業PR
半導体部品の製造装置を作っています。輸出比率70％以上とグローバルな事業
展開を行っています。

〒・住所：392-0012　長野県諏訪市四賀2970-1
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No.5 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 茅野市ほか 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

No.6 業種区分： 卸売業・小売業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 下諏訪町 正社員 随時

若干名 下諏訪町 正社員 随時

若干名 下諏訪町 正社員 随時

若干名 下諏訪町 正社員 随時【4】貿易営業業務

【5】

【6】

特記事項 加入保険等：雇用・労災・健康・厚生、週休2日（土曜日は交替で休み）

事業概要

私たちは地域のものづくりを応援し、地域社会の発展に貢献する総合商社で
す。電子機器製造設備、各種産業機器、洗浄機、金型洗浄機、金型補修用レー
ザー溶接機、工作機械、塗装設備、工業用資材等の販売やクリーンルーム等の
各種設備工事も行なっております。

採用職種

【1】総合営業職

【2】メンテナンス技術サポート員

【3】配送・受注サポート

TEL：0266-27-2311 URL：http://www.elsc.co.jp

FAX：0266-27-1424 E-mail：office@elsc.co.jp

資本金：1000万円 売上高：5億円 従業員数：12名

株式会社イー・エス・アイ
採用担当

榊原 英一

企業PR
「美しい地球と人の未来環境を考える」をスローガンに、地域のものづくり企業の
発展に貢献し、サポートを目指して参ります。

〒・住所：393-0035　長野県諏訪郡下諏訪町6173番地2

【4】

【5】

【6】

特記事項

雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金　　隔週休2日
要自動車運転免許　経験不問　
200,000円～300,000円　
8：00～5：00　(残業がある場合があります）残業代支給　交通費支給

事業概要

公共工事　茅野市・原村上水道本管工事
民間工事　蓼科ビレッジ別荘地における水道管理業務・本管布設替え工事
　　　　　　　宅地造成地における上下水道本管設計施工業務
　　　　　　　一般住宅設備・別荘住宅設備

採用職種

【1】配管工

【2】CAD製図

【3】

TEL：0266-72-4017 URL：作成中

FAX：0266-73-3949 E-mail：aruga-suidou1@ia5.itkeeper.ne.jp

資本金：1,000万円 売上高：15,600万円 従業員数：11名

株式会社　有賀水道
採用担当

有賀 裕子

企業PR
水道工事未経験の若い人たちが活躍しています。女性も活躍しています
重機オペレーター他の資格を費用会社負担で取得できます

〒・住所：391-0012　長野県茅野市金沢2186-2
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No.7 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪市 正社員 随時

No.8 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪郡下諏訪町 契約社員等 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険：社会保険・雇用保険・労災保険
会社休日：年間116日（会社カレンダーによる）

事業概要 電子デバイス製造・光学機器組み立て・パネル貼合，製造

採用職種

【1】製造

【2】

【3】

TEL：0266-27-8851 URL：https://www.ings-s.co.jp

FAX：0266-28-0112 E-mail：sizue-i@ings-s.co.jp

資本金：2,000万円 売上高：10億円 従業員数：120名

株式会社イングスシナノ
採用担当

伊藤 しずえ

企業PR
派手な会社ではありませんが、作っているものは最先端。一緒に未来に向けてモ
ノづくりをしませんか？

〒・住所：393-0042　長野県諏訪郡下諏訪町北四王5415

【4】

【5】

【6】

特記事項 経験者優遇

事業概要
イズミは、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】

【3】

TEL：0266-53-0271 URL：

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

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

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

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

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 岡谷市御倉町 正社員 随時

若干名 岡谷市御倉町 正社員 随時

1名 岡谷市御倉町 正社員 随時

1名 岡谷市御倉町 正社員 随時

1名 岡谷市御倉町 正社員 随時

1名 岡谷市御倉町 正社員 随時

【4】国内営業

【5】生産管理

【6】総務

特記事項
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形・401ｋ
完全週休2日制、社内カレンダーあり年間休日115日
勤務時間：8：20～16：55

事業概要

精密小型の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。
当社の製品は世界各国の製造現場で活躍し、製品を通じて社会の発展に貢献
しています。
自動車、事務機器、医療機器等あらゆる分野で当社製品が活躍しています。

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：26億円 従業員数：160名

株式会社エグロ
採用担当

伊東 昌彦

企業PR
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。
人に投資をする、とても働きやすい職場です。

〒・住所：394-0043　岡谷市御倉町8-14

【4】

【5】

【6】

特記事項
健保・雇用・労災各保険、厚生年金、財形貯蓄制度、年間休日125日(土日祝
日・年末年始)・リフレッシュ休暇、リフレッシュ資金、発明報奨制度

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

採用職種

【1】エンジニア

【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：418百万円 従業員数：35名

株式会社ＡＯＩ開発センター
採用担当

木下 宗久

企業PR
アイデアを活かし、今までにないものづくりを。風通しのよい環境で最先端技術に
取り組む会社です！

〒・住所：394-0003　岡谷市加茂町１－７－３９
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No.11 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 岡谷市 正社員 随時

No.12 業種区分： 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 正社員 随時

2名 諏訪地域 正社員 随時

1名 諏訪地域 パート 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

加入保険：雇用・労災・健康・厚生年金
休日・就業時間：会社カレンダーによる、08時～17時
賃金：試用期間後決定致します（日給・月給制）
高齢者も含め建設現場経験者優遇　女性が活躍できる建設現場を目指します

事業概要

諏訪地域を中心に土木工事を主とした建設屋です。
民間・公共土木工事一式、外構工事、地中熱利用工事、建築リフォーム工事（設
備電気塗装）
測量・図面作成業務、災害対策工事、環境改善工事、ボーリングマシンを用いた
工事etc......

採用職種

【1】現場作業員

【2】現場管理

【3】企画営業事務

TEL：0266-27-0287 URL：www.emusekou.jp

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

資本金：2700万円 売上高：2億3千万円 従業員数：15名

エム施工株式会社
採用担当

宮坂 英貴

企業PR
私たちは「ものづくり」通じて社会に「誠実な礎」を創出する
社会に価値を生み出し、社会から信頼される企業として発展する

〒・住所：393-0093　長野県諏訪郡下諏訪町社6676－5

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険：雇用・労災・健康・厚生年金
年間休日：115日

事業概要

FA関連装置及び、省力化機器の設計製作をメイン業務としております。
お客様との仕様打合せから始まり、メカ・エレキ設計、部品製作、組立、お客様工
場立上げと一貫して行います。
電子機器、素材、医薬関連など幅広くお取引頂いております。

採用職種

【1】技術職

【2】

【3】

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： 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
お客様を大切に考え、自信をもって創造・挑戦し、より良い品質の製品提供を続
けていきます。

〒・住所：394-0055　長野県岡谷市内山4769-52
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No.13 業種区分： 運輸業、郵便業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2名 岡谷市 正社員 随時

No.14 業種区分： 卸売業・小売業 新卒採用： 含まない

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 岡谷市ほか 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

就業時間 08:30～17:30 休憩1時間 年間休日115日（土日祝日、週休2日制）
入社から6か月後に有給休暇10日付与
賃金：197,000円～220,000円　通勤手当実費支給（上限なし）
賞与月数：4か月　昇給率：１～２％

事業概要

私たちの生活や産業、医療など社会に欠かせない様々な“ガス”を中心に、 ガス
の製造供給、各種関連工事、設備機器の販売・メンテナンスなど多彩な事業を
展開。「総合テクニカル商社」として、 お客様が必要としている商品・サービスを
提供しています。

採用職種

【1】高圧ガス充填

【2】

【3】

TEL：0266-22-5531 URL：https://www.okaysanso.co.jp

FAX：0266-22-6692 E-mail：soumu@okayasanso.co.jp

資本金：4,500万円 売上高：190億円 従業員数：430名

岡谷酸素株式会社
採用担当

小室 崇

企業PR
ガスを中心に、顧客のニーズに応える提案を行い、時代が求める製品・サービ
ス・技術を提供する “総合テクニカル商社”です。

〒・住所：394-0029　長野県岡谷市幸町6-6

【4】

【5】

【6】

特記事項

加入保険：雇用・労災・健康・厚生
必要な資格：離転職者は普通免許(AT限定不可）必須。大型トラックの運転経験
や大型免許があれば尚好ましい。新卒者は普通免許(AT限定不可）があれば尚
良し。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車や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
得していただきます。

採用職種

【1】ドライバー兼機械移設作業職

【2】

【3】

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

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

資本金：4,500万円 売上高：9億9,000万円 従業員数：49名

大井運送株式会社
採用担当

大井 浩

企業PR
創業以来、長年培ってきた輸送技術と共に時代に合わせて変化し、お客様のご
要望にお応えでき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
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No.15 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

2名 岡谷市ほか 正社員 随時

1名 岡谷市ほか 正社員（アルバイト、パート可） 随時

1名 岡谷市ほか 正社員（アルバイト、パート可） 随時

1名 岡谷市ほか アルバイト、パート 随時

No.16 業種区分： 不動産業、物品賃貸業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 下諏訪町 社員 随時

若干名 下諏訪町 社員 随時

若干名 下諏訪町 社員 随時

【4】

【5】

【6】

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

事業概要

福祉用具のレンタル及び販売
住宅改修
居宅介護支援
在宅医療機器

採用職種

【1】事務

【2】営業事務

【3】店舗販売

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

FAX：0266-26-1113 E-mail：gohannookoge@yahoo.co.jp

資本金：4,000万円 売上高：20億円 従業員数：190名

株式会社　介護センター花岡
採用担当

花岡 剛成

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

〒・住所：393-0034　長野県諏訪郡下諏訪町高浜6188番地1

【4】WEB編集アシスタント

【5】

【6】

特記事項

正社員○就業時間9:30-18:00（休憩60分）○休日等：月8日○賃金：月額
181,750円以上+各種手当○昇給・賞与あり○加入保険等：雇用・労災・健康・厚
生・財形※フレックス制、裁量労働制導入予定※アルバイト・パートは別途定め
による

事業概要

○諏訪・上伊那にある5つの市町別に、地域情報に特化した日刊朝刊新聞の発
行○地域ポータルサイト「トコトコ諏訪」の運営○紙面広告の企画・掲載○各種イ
ベントの企画・開催（文化・スポーツ関係○学生向け地域企業紹介冊子
「TSUNAGU」の刊行

採用職種

【1】広告プランナー

【2】広告事務

【3】広告デザイナー

TEL：0266-23-4441 URL：https://www.shimin.co.jp/

FAX：0266-21-1515 E-mail：soumu@shimin.co.jp

資本金：1,000万円 売上高：5億円（2020年12月決算） 従業員数：75名

株式会社 岡谷市民新聞社
採用担当

岡田 寅太

企業PR
新聞やWEBを通して情報を発信！地元の企業・商店・飲食店と住民をつなぎま
す。地域活性化へ、新規サービスにも取り組みます。

〒・住所：394-0028　長野県岡谷市本町3-8-30
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No.17 業種区分： 卸売業・小売業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 下諏訪町 正社員 随時

1名 下諏訪町 正社員 随時

No.18 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、諏訪市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員、パート 随時

1名 岡谷市 パート、正社員 随時

1名 岡谷市 正社員、パート 随時【4】設計

【5】

【6】

特記事項
休日…日曜日、祝日、第2・4土曜日、年次有給休暇
年間休日（100日）
加入保険…健保、厚生年金、雇用、労災、中退共加入

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

採用職種

【1】営業

【2】事務

【3】インテリアコーディネーター

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

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

資本金：2000万円 売上高：8億円 従業員数：20名

金子工務店株式会社
採用担当

金子 泰士

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

〒・住所：394-0082　長野県岡谷市長地御所2-13-8

【4】

【5】

【6】

特記事項

必要資格：普通自動車免許　年間休日：118日
加入保険：健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 試用期間：6ヶ月
（※同条件）　福利厚生：資格取得支援（費用は会社負担）、
リゾートクラブ（エクシブ）会員、社員旅行等

事業概要

身近なところではスマホの部品に使用される「めっき」や電機機器分野等で必要
となる「研磨」といった表面処理に関わる化学薬品の仕入販売及び装置の設計
施工。
また、幅広い業界で用途を広げている自社製品「化興ケミカルタンク」の製造販
売。

採用職種

【1】営業

【2】設計

【3】

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

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

資本金：4,074万円 売上高：51億6900万円 従業員数：84名

化興株式会社
採用担当

宮坂 英昭

企業PR
弊社は商社兼メーカーです。その相互に作用し合うことで生まれる効果にて多角
的な視点でお客様のサポートが可能となります。

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

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

3名 茅野市 準社員 随時

3名 茅野市 準社員 随時

3名 茅野市 正社員または準社員 随時

1名 茅野市 正社員または準社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

3名 茅野市ほか 正社員 R4.4.1より

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

5名 岡谷市・諏訪市・下諏訪町 正社員 随時

5名 岡谷市・諏訪市・下諏訪町 正社員 随時

5名 岡谷市・諏訪市・下諏訪町 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

賃金：大卒20万円・短大専門卒178千円・高卒168千円、
加入保険等：健康・厚生・雇用・労災、週休2日、8時間勤務シフト制（早番8：30～
17：30・遅番13：00～22：00）
福利厚生：社員割引制度、産休育休制度、健康診断等

事業概要
地域における公衆衛生の維持向上を担うドラッグストアとしての使命をもち、すべ
ての人々に健康的な生活を確保するために、健康相談や栄養相談をおこない
地域の健康サポートをおこなっております。

採用職種

【1】販売

【2】登録販売者

【3】管理栄養士

TEL：055-243-1550 URL：http://www.kusurinosunroad.com/

FAX：055-243-1551 E-mail：soumu@sun-road.co.jp

資本金：2000万円 売上高：200億円 従業員数：934名

株式会社クスリのサンロード
採用担当

松村 知典

企業PR
山梨県・長野県でドラッグストア・調剤薬局・レストラン・温泉施設の事業を展開し
ている地域の健康サポート企業です。

〒・住所：400-0045　山梨県甲府市後屋町452

【4】電気保全

【5】エンジニア

【6】技能職・開発職・営業職

特記事項

加入保険：雇用・労災・健康・厚生・財形、休日：土日祝他(年間休日124日)
免許・資格：フォークリフト・玉掛・クレーンがあれば尚可(ない方は入社後の取得)
手当：通勤手当・家族手当・交替勤務・職場手当
※工場見学歓迎します！

事業概要

1960年からバルブ製品や各種機械、建築資材などに用いられる伸銅品や部品
を製造・販売しています。その間に培った合金技術を活かし、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を積極的に行ってい
ます。

採用職種

【1】鋳造作業

【2】製造機械オペレーター

【3】鍛造プレス機オペレーター

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

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

資本金：4億9,000万円 売上高：218億円(2020年3月期) 従業員数：255名

株式会社キッツメタルワークス
採用担当

総務人事グループ 採用担当

企業PR
我が社の伸銅品や部品は金属をリサイクルして製造しています。人にも環境にも
優しい製品を一緒に作りませんか？

〒・住所：391-8555　長野県茅野市宮川字小早川7377
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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

1名 諏訪市 正社員 随時

3名 諏訪市 パート 随時

No.22 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2名 富士見町 正社員 随時

1名 富士見町 パート 随時

2名 富士見町 正社員 R4.4.1より

【4】

【5】

【6】

特記事項

必要な資格・経験なし。各種教育制度あり。自己啓発支援あり。
給与は、等級制度を採用。パートタイムの休憩時間は、勤務時間により変動あり。
福利厚生：永年勤続表彰、健康診断、１休３（有給取得推奨）、親睦会行事、社
員研修旅行。

事業概要

・特殊モータの設計開発・試作・製造。
当社の製造したモータは、航空・宇宙・防衛/自動車/鉄道/半導体製造設備/機
械・工具/医療機器/FA/ロボット/農機具等の分野で活躍しています。
・モータ関連部品の購入・選定相談。

採用職種

【1】製造・組立

【2】製造・組立

【3】技術職

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

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

資本金：2,715万円 売上高： 従業員数：64名

ゴコー電工株式会社
採用担当

樋口 絵美

企業PR
多品種少量の特殊モータを、固有技術の高さを武器に手作業にて製造していま
す。少数精鋭で、明るい雰囲気の職場です。

〒・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

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

事業概要
京都に在るコーデンシグループの一員で、オプトエレクトロニクスのデバイスを扱
う商社部門と、センサー・UNIT製品及び、デジタルサイネージの開発から製造・
検査まで一環して行う工場部門を持つ会社です。

採用職種

【1】技術・品質管理

【2】生産

【3】

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

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

資本金：1,000万円 売上高：13億円 従業員数：42名

コーデンシDH株式会社
採用担当

佐久間 聖月

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

〒・住所：392-0016　長野県諏訪市豊田361番地1
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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

2名 諏訪市ほか 正社員 随時

No.24 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

2名 諏訪市 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
休日等　：週休2日（土、日、その他）
　　　　　年間休日123日

事業概要
自動車部品製造/精密プレス部品一貫製造/各種精密機械部品製造
腕時計製造/医療機器部品製造

採用職種

【1】製造（プレス工）　日勤、夜勤

【2】製造（機械工）　日勤、夜勤

【3】

TEL：0266-52-6100 URL：https://www.komatsuseiki.co.jp/

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

資本金：9750万円 売上高：65.6億円（令和2年） 従業員数：290名

株式会社小松精機工作所
採用担当

五味 直彦

企業PR
腕時計部品製造で築き上げた高い技術力を活かし世界シェア38％を誇る自動
車部品製造を行っています。

〒・住所：392-0012　長野県諏訪市四賀942-4

【4】

【5】

【6】

特記事項

加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形
休日：週休２日制（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

公共工事（建築、土木、解体）、民間の住宅、企業、店舗、工場の新築工事及び
リフォーム工事などの施工をしています。
住宅ではパナソニック耐震住宅を取り入れ、お客様に安心と満足と喜びを提供
し、信頼に応えています。

採用職種

【1】現場代理人

【2】

【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：3億2,400万円 従業員数：12名

株式会社 小林工務店
採用担当

小林 俊朗

企業PR
創業53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造りをしております。

〒・住所：392-0016　長野県諏訪市豊田2055番地
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No.25 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 下諏訪町 正社員 随時

No.26 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

5名 岡谷市・諏訪市・茅野市ほか県内 正社員 令和4年4月1日より

5名 岡谷市・諏訪市・茅野市ほか県内 アルバイト 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

公休：月8回
・有給休暇制度完備　・慶弔休暇・育児休業・産前産後休暇
◆各地に設備充実の寮を用意　◆各種保険完備
◆諏訪湖沿いに天然温泉付きの研修センターあり
◆退職金制度　◆借上社宅

事業概要
当社は、長野県内に21店舗、東京に1店舗、山梨に2店舗の遊技場「ニューアサ
ヒ」を展開しているアミューズメントチェーンです。「お客様の人生が豊かになる。
そして、従業員の人生が豊かになる」を目指します。

採用職種

【1】ホールスタッフ

【2】ホールスタッフ

【3】

TEL：0266-26-8005 URL：http://www.asahi-pachinko.co.jp/recruit/index.html

FAX：0266-26-1206 E-mail：k.mizushima@new-asahi.com

資本金：5000万円 売上高：487億円 従業員数：408名

株式会社　三公商事
採用担当

水島 孝治

企業PR
信州をリードするアミューズメントカンパニー！安心して働けて、しっかり稼げま
す！！

〒・住所：394-0081　長野県岡谷市長地権現町4-4-1

【4】

【5】

【6】

特記事項
転勤なし 加入保険：雇用・労災・健康・厚生・財形 ６５歳定年 週休２日（年間
休日１１１日）　一斉有給年５日　賃金月額180,000～300,000

事業概要

マシニングセンター、NC旋盤、放電加工機、研削盤などの加工機を揃え、「高精
度な治工具・装置の製作」「試作・開発品の製作」を行なっています。また精度を
保証した製品がお届け出来るよう、三次元座標測定機などの測定・検査装置も
社内に完備しています。

採用職種

【1】技能・技術（機械加工）

【2】

【3】

TEL：0266-27-7123 URL：http://kk-gomi.co.jp/

FAX：0266-27-7723 E-mail：kkgomi@plum.ocn.ne.jp

資本金：4970万円 売上高：300,000千円 従業員数：25名

株式会社五味工業
採用担当

五味 威

企業PR
当社は、御柱祭で有名な諏訪大社下社春宮・秋宮の近くにあります。『技術で応
える』を合言葉に“ものづくり”を行なっています。

〒・住所：393-0075　長野県諏訪郡下諏訪町中央通245
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No.27 業種区分： 情報通信業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 下諏訪町 正社員 既卒者は随時、新卒者はR4.4

1名 下諏訪町 正社員 既卒者は随時、新卒者はR4.4

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

2名 下諏訪町 正職員 R4.4.1（新卒採用のみ）

若干名 下諏訪町：岡谷市 正職員 随時（新卒はR4.4.1より）

若干名 下諏訪町：岡谷市 正職員 随時

若干名 下諏訪町 正職員 随時【4】リハ職

【5】

【6】

特記事項

社会保険完備（健康・厚生・雇用・労災）、退職金制度、奨学金制度、資格取得
支援制度、会員制リゾートホテル（保養施設）他
週休2日制（月9日）年次有給休暇4～9月入職者：入職1ヵ月後に10日間忌引休
暇、誕生日休暇、育児・介護・看護休業制度

事業概要

長野県・愛知県・岐阜県の38施設154事業所で地域福祉をサポートしています。
■高齢者福祉事業/子育て支援事業（認定こども園）/地域活性化事業（ワイナ
リー）
■信州ふくにん、長野県内全事業所取得（長野県が認証する働きやすい環境企
業）

採用職種

【1】総合職

【2】介護職

【3】看護師

TEL：0266-26-7001 URL：https://sun-vision.or.jp/

FAX：0266-26-7500 E-mail：k-yamamoto@sun-vision.or.jp

資本金：0円 売上高：18億円 従業員数：2642名

社会福祉法人サン・ビジョン
採用担当

山本 厚一

企業PR
少子高齢社会をトータルサポート。やさしさを仕事にできる、人の役にたつ仕事
です。職員アンケート94％やりがいがある！

〒・住所：399-0033　長野県諏訪郡下諏訪町高木9375-1

【4】

【5】

【6】

特記事項

給与：年齢・経験・能力などを考慮の上、当社規定により優遇いたします。
福利厚生：健康保険/厚生年金保険/雇用保険/労災保険/確定拠出年金
就業時間：8：30～17：30（実働8時間）
休日：完全週休2日制（土日休み）/年間休日118日

事業概要

当社では企業向けソフトウェアの設計・開発・販売を行っており、
自社パッケージ製品「BusinessLink/ビジネスリンク」と
自社フレームワーク「AppSite／アップサイト」は、
発売以来、多くのお客様にご好評いただいております。

採用職種

【1】ソフトウェア開発技術者

【2】システム営業（提案営業）

【3】

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

FAX：0266-27-3800 E-mail：saiyou@sacs.co.jp

資本金：1000万円 売上高：19,900万円 従業員数：26名

株式会社サンセイコンピュータシステム
採用担当

小泉 和永

企業PR
プログラマー・システムエンジニア・システム営業を募集中！
★派遣・転勤一切なし★健康経営で社員ファーストな社風です。

〒・住所：393-0047　長野県諏訪郡下諏訪町字上赤砂４３５０－２
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No.29 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 下諏訪町 正規職員 随時

２名 下諏訪町 正規職員 随時

１名 下諏訪町 正規職員 随時

２名 下諏訪町 正規職員 随時

３名 下諏訪町 非常勤職員 随時

No.30 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪市 正社員 随時

1名 諏訪市 正社員 随時

若干名 諏訪市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
賃金・福利厚生・加入保険・就業時間・休日や、必要な資格・経験などは求人票
をご参照ください。

事業概要

特殊鋼材及び非鉄金属の切削加工を行なっております。ご注文には1点からご
対応させて頂き、お客様の目指す商品や精度を実現できるようお手伝いさせて
頂きます。当社は「翌日出荷」に創業当初よりこだわっております。加工した製品
をいち早くお届け致します！

採用職種

【1】マシンオペレーター

【2】生産管理

【3】製造／面取り・バリ取り

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

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

資本金： 売上高： 従業員数：95名

株式会社　シュタール
採用担当

宮坂 あかり

企業PR
当社は社員の平均年齢が35.4歳と大変若い会社です。
若者や女性も活躍できる会社作りに尽力しています。

〒・住所：392-0016　長野県諏訪市豊田123-5

【4】介護福祉士

【5】ヘルパー

【6】

特記事項

加入保険：雇用・労災・健康・厚生
退職金共済（加入）・退職金制度（あり）
休日等：土日祝日（週休２日制）
基本給：前職歴を考慮いたします。

事業概要

子どもや高齢者、障がい者、経済的に困窮している人だけでなく、広く町民の皆
さまのお困りごとに対応できる機関として行政・民間の各種機関・各種団体の相
互協力や協働活動を進め、社会資源のネットワーク化を図りながら問題解決に向
けて取り組んでいます。

採用職種

【1】主任介護支援専門員

【2】介護支援専門員

【3】社会福祉士

TEL：0266-27-7396 URL：shakyo-shimosuwa.or.jp

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

資本金：100万円 売上高：1億9,300万円 従業員数：56人

下諏訪町社会福祉協議会
採用担当

河西 正訓

企業PR
昭和27年に設立、社会福祉法（第109条）に基づく法人として昭和51年法人化さ
れ今日に至っています。

〒・住所：393-0092　長野県諏訪郡下諏訪町１６２番地４
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No.31 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 岡谷市　諏訪市　茅野市　駒ケ根 正社員、パート 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

１名 諏訪市 正規職員 令和4年4月1日

１名 諏訪市 パートタイマー 令和４年２月頃

１名 諏訪市 常勤嘱託職員 令和3年12月1日

２名 諏訪市 常勤嘱託職員 随時

若干名 諏訪市 常勤嘱託職員 随時

６名 諏訪市 正規職員 令和4年4月1日

【4】ドクターズアシスタント

【5】看護助手

【6】看護職員（既卒のみ）

特記事項

各種保険：健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険　加入
休日：土曜日・日曜日・国民の祝日・諏訪赤十字病院創立記念日・１２月２９日よ
り翌年１月３日までの年末年始
賞与：年２回（夏・冬）　昇給：年１回

事業概要

諏訪赤十字病院では、がん医療・救急医療・赤十字病院としての災害救護の３
つを診療の柱としています。
諏訪地域約２０万人の医療圏の地域医療支援病院として、「患者中心の医療」を
基本理念に「地域に根ざし、信頼される病院」をめざしています。

採用職種

【1】診療放射線技師（新卒のみ）

【2】診療放射線技師

【3】事務職員

TEL：0266-52-6111 URL：http://www.suwa.jrc.or.jp/

FAX：0266-57-6036 E-mail：jinji@suwa.jrc.or.jp

資本金： 売上高： 従業員数：1,162名

諏訪赤十字病院
採用担当

安藤 未理

企業PR
私たちは、赤十字精神のもと医療人としての倫理を守り、皆さまから信頼され、心
のふれあう医療を提供します。

〒・住所：392-8510　長野県諏訪市湖岸通り５丁目１１番５０号

【4】

【5】

【6】

特記事項

加入保険等：雇用・労災・健康・財形・退職金制度（勤続４年以上）
休日：シフト制による
資格等：入社時には特に必要ありません。入社後に３日間の教育訓練、７～１０
日間の研修を行います。ご安心ください。

事業概要
地元生まれで創立４５年、安全で住みよい街づくりを願って、官公署、金融機関、
事業場等に対し、主に火災盗難等の安全管理、並びに各種工事、イベント等に
おける事故防止活動を、人と心を基本に高度なセキュリティを提供しています。

採用職種

【1】警備職（施設・交通）

【2】

【3】

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

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

資本金：1200万円 売上高： 従業員数：550名

新日本警備保障株式会社
採用担当

渡部 光夫

企業PR
警備と名の付くもの総てを取り扱う、オールマイティな警備会社です。
男性だけでなく、女性の活躍が非常に注目されています。

〒・住所：393-0056　諏訪郡下諏訪町グリーンサンホテル2F
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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

3名 諏訪市 正職員 随時

1名 諏訪市 正職員 随時

2名 諏訪市 正職員 随時

若干名 諏訪市 正職員 随時

1名 諏訪市 正職員 随時

No.34 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 諏訪市 正社員 随時

1名 諏訪市 正社員 随時

1名 諏訪市 正社員 随時

1名 諏訪市 正社員 随時【4】営業

【5】

【6】

特記事項

給与：165,000円～235,000円
休日・休暇：年間休日119日(内6日はフレックス)・長期休暇有 製造部は月1～2
回当番として休日出勤も有り　
加入保険：雇用・健康・厚生年金・労災
手当：家賃補助・交通手当・皆勤手当　等

事業概要

NC自動旋盤により自動車業界で使われる様々な部品をはじめ、OA機器や光通
信機器に内蔵される部品等、あらゆる業界の製品を切削加工し供給しておりま
す。また、機械保有台数も多く、多種多様な材質、複雑な形状の製品を量産加
工しております。

採用職種

【1】総務

【2】製造

【3】品質保証

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

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

資本金：3000万円 売上高： 従業員数：71名

株式会社セリオテック
採用担当

小口 拓輝

企業PR
機械保有台数も多く多種多様な製品を加工しておりますので、様々な加工のノウ
ハウを習得可能です。

〒・住所：392-0015　長野県諏訪市中洲4771

【4】理学療法士、作業療法士

【5】ケアマネジャー

【6】

特記事項

加入保険：雇用・労災・健康・厚生、年間休日110日 1.介護福祉士、看護師：シ
フト勤務（夜勤有）2.経理：日商簿記2級、会計事務所または社会福祉法人での
経理事務経験がある方 3.ケアマネジャー：介護支援専門員の資格 居宅介護
事業所勤務

事業概要

介護老人保健施設は、入所・通所リハビリ・訪問リハビリ・訪問介護を運営。複合
福祉施設は通所介護・特別養護老人ホーム・グループホームを運営。その他、
通所介護事業所を2事業所運営。介護が必要な高齢者の在宅復帰に向けての
支援を行っている。

採用職種

【1】介護福祉士

【2】経理

【3】看護師

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

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

資本金： 売上高： 従業員数：184名

社会福祉法人諏訪福祉会
採用担当

赤羽 トモミ

企業PR
介護が必要な高齢者の方に対して、医師・看護師・介護福祉士・リハビリ等のス
タッフにより支援を行っていく施設。

〒・住所：392-0027　長野県諏訪市湖岸通り5-11-5
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No.35 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1～2名 茅野市、諏訪市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

1名 諏訪市 正社員 随時

1名 茅野市、諏訪市 正社員 随時

No.36 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 茅野市（本社） 有期雇用契約社員（フルタイム） できるだけ早く

1名 諏訪市（諏訪工場） 有期雇用契約社員(フルタイム) できるだけ早く

1名 茅野市 正社員 令和4年4月1日から

【4】

【5】

【6】

特記事項

【賃金】検査職：時給1,000円。電気系設計職(新卒)大卒月額：203,500円、修士
月額213,500円
【加入保険】健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険【年間休日】122日(基本
週休二日制)
【福利厚生】通勤手当支給

事業概要

主に金属の精密微細加工をしています。作るものは大きさが0.1mm程の小さなも
のもあります。
加工から品質保証まで当社で責任をもって75年以上続けてきた結果、多くのお
客様から信頼をいただき、成長している会社です。

採用職種

【1】検査職

【2】検査職

【3】電気系設計職

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

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

資本金：2,400万円 売上高：36億7,800万円 従業員数：240名

高島産業株式会社
採用担当

内田 朋希

企業PR
良いものづくりには社員の働きやすさが必要、と考えることから、働きやすい会社
を目指し、さまざまな対策をとっています。

〒・住所：391-0012　茅野市金沢5695-6

【4】システム開発

【5】

【6】

特記事項
賃金：170,000円～270,000円（要相談）　休日：125日
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・確定拠出年金
経験者優遇いたしますが、未経験者でも可能です！

事業概要

金型設計から製作、量産加工までを一貫して行っており、周辺設備やシステムの
開発も行っております。
自動車やエレクトロニクス部品など身近な金属部品に多数使われています。
様々な職種があるため、経験やスキルを活かせる場所が多くあります！

採用職種

【1】プレス機械オペレーター

【2】設備開発

【3】金型設計

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

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

資本金：4億9000万円 売上高：40億円 従業員数：240名

太陽工業株式会社
採用担当

名取 大地

企業PR
教育、人事制度等各種制度が充実しており、頑張った分だけ報われる仕組みを
構築しています。

〒・住所：392-8585　諏訪市大字四賀107
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No.37 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

3名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

5名 富士見町 有期契約社員 随時

No.38 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

4名 茅野市 正社員 随時

2名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員 随時

2名 茅野市 正社員 随時【4】検査

【5】

【6】

特記事項
新卒初任給（大学理系198,100円、大学文系191,840円、短大167,600円、高校
156,300円）、諸手当（通勤手当、交替勤務手当、家族手当 他）、福利厚生（社
会保険、確定拠出年金、各種イベント開催有、クラブ・同好会等有り）

事業概要
自動車関連部品及び小型歯車減速機の開発・製造
農機具部品及び各種金型の開発・製造

採用職種

【1】機械加工

【2】組立加工

【3】品質管理

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

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

資本金：2億2,128万円 売上高：57億円 従業員数：200名

長野精工株式会社
採用担当

時田 源弘

企業PR
長野精工グループは国内工場及びフィリピン3工場が変革に対応するものづくり
でお客様に満足頂ける製品を製造しています。

〒・住所：391-8561　長野県茅野市金沢698

【4】

【5】

【6】

特記事項
社会保険（健保・厚生・雇用・労災）、その他（確定拠出年金・確定給付年金・財
形預金）
年間休日118日　（土日・ほか、年末年始・GW・お盆）

事業概要
工作機械（マシニングセンター、NC専用機 等）の開発・設計・製造
半導体関連製造装置の開発・設計製造
自動車部品（ディーゼルエンジン部品）の製造

採用職種

【1】半導体関連製造装置　組立

【2】一般事務

【3】マシンオペレーター

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

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

資本金：4500万円 売上高：79億7700万円 従業員数：286名

東洋精機工業株式会社
採用担当

内山 範彦

企業PR
茅野市で創業65年を迎える工作機械メーカーです。
「TOYOSK」の工作機械は世界中でモノづくりを支えています。

〒・住所：391-0013　長野県茅野市宮川２７１５
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No.39 業種区分： 情報通信業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪市ほか 正社員 R4.4.1

No.40 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 諏訪市 正社員 随時

若干名 諏訪市 正社員 随時

1名 諏訪市 正社員 随時

1名 諏訪市 パート 随時【4】サンドブラスト処理

【5】

【6】

特記事項

経験不問、賃金は年齢・経験を考慮し決定します。
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形
完全週休2日、年間休日：126日
制服無償貸与、マイカー通勤可（駐車場無料）

事業概要
・光学製品（プロジェクターレンズ、カメラレンズ等）の開発および製造
・金型設計および製造
・プラスチック成形

採用職種

【1】総務・経理

【2】レンズ検査

【3】薄膜オペレーター

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

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

資本金：8,000万円 売上高：94億円 従業員数：410名

株式会社nittoh
採用担当

山内 章弘

企業PR
長年にわたり培った技術で、様々な分野の光学製品を開発し、設計から製造ま
でを一貫して手掛けています。

〒・住所：392-0131　長野県諏訪市湖南4529

【4】

【5】

【6】

特記事項

就業時間・午前9時～17時30分、基本給185，000円（大卒、新卒）住宅手当8，
000円、取材手当29，600円 加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形、年104
日
確定給付年金、退職共済加入、退職金制度あり（勤続2年以上）

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58，000部発行し、創刊
120年を迎えました。諏訪湖マラソンをはじめ多くの事業を展開し、地域の文化・
スポーツ行事等のバックアップも積極的に進めています。

採用職種

【1】新聞記者

【2】

【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名

株式会社長野日報社
採用担当

小幡 義明

企業PR
「広い視野に立ち、地域をみつめ、地域とあゆみ続ける」を掲げ、地域に根差し
た紙面づくり、事業を展開しています。

〒・住所：392-8611　諏訪市高島3丁目1323-1
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No.41 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 諏訪市 正社員 随時

1名 諏訪市 正社員 随時

No.42 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 R4.4.1より

1名 岡谷市 正社員 R4.4.1より【4】管理事務

【5】

【6】

特記事項 年間休日116日

事業概要
プリント配線基板の開発・製造・販売
RFIDタグの開発・製造・販売

採用職種

【1】生産管理

【2】営業

【3】技術職

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

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

資本金：4800万円 売上高： 従業員数：65名

日本ミクロン株式会社
採用担当

武井 淳也

企業PR
技術開発型企業を目指し、独創的な技術開発と高品質な加工技術を確立し、高
い評価を得ています。

〒・住所：394-0048　長野県岡谷市川岸上3-4-5

【4】

【5】

【6】

特記事項
機械オペレーター：170,000～260,000、品質保証担当：183,000～260,000
就業時間：8時25分～17時05分（実働7h45m）、年間休日：116日
加入保険：雇用・労災・健康・厚生年・財形・業災、手当：精勤・通勤他

事業概要

昭和25年の創業以来、超精密切削加工部品の製造を続けてきました。国内以外
にマレーシア、インドネシア、タイとグローバルな経営をしています。
今後最も重要となる人材育成と技術向上には最大限の力を注ぎ、業界トップの
企業創りを目指しています。

採用職種

【1】機械オペレーター

【2】品質保証担当

【3】

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

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

資本金：9,950万円 売上高：10億円 従業員数：70名

日本精機工業株式会社
採用担当

保科 晋吾

企業PR
一人ひとりの教育計画により確実なステップアップを！
日本の自動車業界に関わる仕事です。

〒・住所：392-0015　長野県諏訪市中洲4750
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No.43 業種区分： 卸売業・小売業 新卒採用： 限定

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 茅野市 正社員 R4.4.1より

No.44 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

【4】

【5】

【6】

特記事項
有給休暇入社時１０日付与　時間単位取得可
年間休日等１２１日　有給休暇一斉付与日４日、バースデー休暇
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形

事業概要

・エンジニアリング事業〔各種FA関連装置・産業用ロボットの設計開発・製造〕
・素形材・ユニット事業〔各種金型設計製作、精密中空鍛造・各種ダイカスト・バ
ルブ関連製造〕
・酒類販売事業〔洋酒輸入卸販売〕

採用職種

【1】営業職（ＦＡ生産設備関連ほか）

【2】設計（機械設計・電気制御設計）

【3】機械加工オペレーター

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

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

資本金：5,000万円 売上高：105億円 従業員数：380名

野村ユニソン株式会社
採用担当

味澤 広明

企業PR
金型・鍛造・ﾀﾞｲｶｽﾄ等の伝統的コア技術の他、液晶・半導体関連装置等の先端
技術との融合を特徴としています

〒・住所：391-0001　長野県茅野市ちの650

【4】

【5】

【6】

特記事項
［初任給］大卒：262,000円（営業/総合職）［諸手当］住宅手当 通勤手当 家族
手当他［昇給］年1回（9月）［賞与］年2回（6月・12月）［就業時間］8：30～17：30
（実働8時間）［休日休暇］年間休日115日

事業概要

鉄（薄板）の加工流通商社。昭和12年創業以来一貫して鉄鋼製品の提供に取り
組んできました。時代とともに多様化、高度化するお客様ニーズにお応えするた
めに事情に応じた最新設備に変更。IT活用に積極的に取組、工場はペーパー
レスで効率化推進しています

採用職種

【1】法人営業

【2】

【3】

TEL：0266-79-5757 URL：http://www.nezu-g.co.jp

FAX：0266-79-5789 E-mail：yasuda-junichi@nezu-g.co.jp

資本金：4500万円 売上高：122億円（グループ含） 従業員数：167名

根津鋼材株式会社
採用担当

安田 純一

企業PR
創業83年。鉄（薄板）の加工流通商社。取引先大手企業で自動車・情報機器・電
化製品等に使用。東日本10拠点で営業展開中。

〒・住所：391-0011　長野県茅野市玉川11400-2011
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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 随時またはR4.4.1より

3名 茅野市 正社員 随時またはR4.4.1より

1名 茅野市 正社員 随時またはR4.4.1より

若干名 茅野市 パート 随時

No.46 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

若干名 下諏訪町 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

就業時間：8時30分～17時30分（休憩90分）
休日：日曜日、その他会社カレンダーによる
必要な免許・資格：普通自動車運転免許（AT限定不可）
加入保険：雇用・労災・健康・厚生

事業概要

創業60年の経験と実績を糧に、自社製作、自社施工には自信と
信頼を頂いております。各種屋内外サイン、看板の施工・
設置・製作・撤去・メンテナンス、ネオンやLEDなど様々な
照明資材も取り扱いしております。

採用職種

【1】看板製作・施工スタッフ

【2】

【3】

TEL：0266-27-8367 URL：https://www.fujineon.net

FAX：0266-27-1128 E-mail：fujineon@rose.ocn.ne.jp

資本金：1000万円 売上高： 従業員数：10名

富士ネオン株式会社
採用担当

伊坂 剛

企業PR
『伝えたい』～その想い『カタチ』にします～
大型看板から店舗看板、ネオンサインなど、各種屋内外サイン何でもお任せを！

〒・住所：393-0077　長野県諏訪郡下諏訪町矢木町106

【4】製造

【5】

【6】

特記事項

賃金月：16万円～26万円、賞与昇給あり、加入保険：雇用・労災・健康・厚生・財
形・退職金制度
勤務時間：8時40分-17時30分、休日：113日（週休2日）+誕生日休暇
学歴資格：不問、有給：入社半年経過後10日付与
詳細は求人票参照

事業概要

多品種少量のカスタムメイドでそれぞれの用途に合った切削工具をオリジナルで
提案しています。顧客は全国に広がり、主に自動車・住宅・IT・医療・航空宇宙な
どの様々な製造分野の多様な製品の製造に弊社の特殊切削工具が使用されて
います。

採用職種

【1】営業

【2】製造

【3】設計技術

TEL：0266-72-3673 URL：http://hamatool.com/

FAX：0266-73-5441 E-mail：s.hama@hamatool.com

資本金：2000万円 売上高：5億円 従業員数：45名

株式会社ハマツール
採用担当

濱 宗太

企業PR
ものづくりの原点である切削工具は、分野を問わず幅広く製造業に精通していま
す。ISOやEA21により安全清潔な職場です。

〒・住所：391-0213　長野県茅野市豊平2420
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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 富士見町 正社員 随時

1名 富士見町 正社員 随時

1名 富士見町 正社員 随時

1名 富士見町 正社員 随時

No.48 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 岡谷市ほか 正社員 随時

若干名 岡谷市ほか 正社員 R4.4.1より

若干名 岡谷市ほか 正社員 R4.4.1より

【4】

【5】

【6】

特記事項

賃金 : 能力に応じ決定(新卒　当社HP参照)
加入保険等 : 健康・厚生・雇用・退職共済、週休2日
就業時間 : 7:00～21:00の間の実働8時間(総合販売職)、8:30～1７:30(企画部
門)

事業概要
建築資材・部材、工具、電材、管材、作業着、着装品等の販売を通して地域の発
展に貢献しています。社名のとおり何処にも無い新しいサービスの提供に取組ん
でおり、こうした取組が評価され２０１７年のStore of the Yearを受賞しております。

採用職種

【1】総合販売職

【2】経営企画

【3】システム企画

TEL：0556-22-8661 URL：https://www.plusone-ps.com

FAX：0556-22-6748 E-mail：kaise@plusone-ps.com

資本金：1,000万円 売上高：２９億円 従業員数：７０名

株式会社　プラスワン
採用担当

貝瀬 満久

企業PR
建築関係に特化した業界最大級の品揃えが支持されています。お客さまから信
頼される店づくりを通して地域に貢献してみませんか。

〒・住所：400-0601　山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1818

【4】一次加工

【5】

【6】

特記事項

加入保険等：雇用・労災・健康・厚生・財形
時間/休日 8：00-17：00（休憩3回） 休日 日祝 隔週土曜 他会社カレンダー
による
資格：業務上必要な資格は入社後取得支援いたします

事業概要

首都圏を始め、県内外の大型物件の鉄骨加工から
諏訪地域の物件の既存改修、小規模工事まであらゆる鉄骨工事を請け負ってお
ります。
輸送部による鉄骨輸送も行っています。

採用職種

【1】工務および生産管理

【2】溶接

【3】組立・溶接

TEL：0266-62-2017 URL：http://www.tekkou-f.co.jp/

FAX：0266-62-5376 E-mail：hello@tekkou-f.co.jp

資本金：2100万円 売上高： 従業員数：35

富士見鉄工株式会社
採用担当

小林 由紀子

企業PR
諏訪で一番大きな鉄工会社　場所は移住で人気の富士見町
ほとんどの社員が他業種からの転職組。未経験でも心配いりません

〒・住所：399-0214　長野県諏訪郡富士見町落合6973-1
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No.49 業種区分： 製造業 新卒採用： 含まない

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2名 茅野市 正社員 随時

１名 茅野市 正社員 随時

No.50 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　転勤はありません 正社員 随時

１名 岡谷市　転勤はありません 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険　雇用、労災、健康、厚生、年間休日１１３日
年金制度、生命保険、人間ドック等。

事業概要

大規模な建物の空調設備全般を
設計から施工まで行っています。
設備の一部でも動かないと大変ですよね。
楽しく、和気あいあいな会社です。

採用職種

【1】施工管理業務

【2】設計監理業務

【3】

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

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（全体６０名）

松澤工業株式会社
採用担当

南澤 和也

企業PR
感動と喜びを与える達人を目指して
社員みんなで日々努力をしています。

〒・住所：394-0085　長野県岡谷市長地小萩3-9-22

【4】

【5】

【6】

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

事業概要

整形外科用インプラントという骨折時に使用される医療機器を開発・製造・販売ま
で一貫して手掛けている医療機器メーカーです。
被削材はアレルギーが出にくいとされるチタンの他、ステンレス等を加工しており
ます。

採用職種

【1】CNC機械オペレータ

【2】総務経理

【3】

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

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

資本金：9800万円 売上高：非公開 従業員数：127名

株式会社ホムズ技研
採用担当

長田 裕美

企業PR
医療機器を開発・製造しています。交替勤務はありません。
機械オペレータや事務のご経験者を募集いたします。

〒・住所：391-0213　長野県茅野市豊平4734-352
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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 正社員 随時

1名 諏訪市 正社員 随時

若干名 諏訪市 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

4名 岡谷市 正社員 随時

3名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市ほか 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 随時【4】経理（事務）

【5】

【6】

特記事項

賃金（賞与）：16～30万円（年2回）
勤務時間（残業）：8：00～17：00（1~1,5ｈ有り）
年間休日：109日（2021年実績）
加入保険等：健康、厚生、雇用、労災保険
制服：支給　退職金制度：有り

事業概要
当社は1978年創業以来、オリジナリティーの高いさまざまな独自技術を開発し、
一貫して表面処理業を営んでまいりました。また、医療分野を柱としており、全国
でもいち早く医療の品質マネジメントシステムISO13485を取得しております。

採用職種

【1】製造

【2】品質管理

【3】営業

TEL：0266-24-2333 URL：https：//www.miz-k.co.jp

FAX：0266-24-2332 E-mail：t_mizoguchi@miz-k.co.jp

資本金：1000万円 売上高：4億3000万円 従業員数：46

株式会社　ミゾグチ
採用担当

溝口 大地

企業PR
表面処理技術の独創性、創造性でニーズに応え、感動し続ける会社、職場であ
りたい。自分が輝ける仕事が必ずあります。

〒・住所：394-0051　長野県岡谷市西山1723-39（塩嶺林間工業団地）

【4】

【5】

【6】

特記事項
賃金　　：当社規定による。詳細はハローワーク求人票記載。
加入保険：雇用・労災・健康・厚生、週休2日

事業概要

本社（東京）　：自動車用品の開発～販売　
生産拠点 ：諏訪工場（工業用ゴムの製造～販売）・武川工場（農機・建設機器
向けホース製造）

：国分工場（軟質樹脂/ゴムへの塗装）・中国/深セン有限公司（工業用
ゴム部品製造販売）

採用職種

【1】製造

【2】物流業務

【3】品質保証（検査）

TEL：0266-52-6150 URL：https://www.maruichi-rubber.co.jp/

FAX：0266-58-8801 E-mail：t.kasahara@maruichi-rubber.co.jp

資本金：2,400万円 売上高：21億5,000万 従業員数：95名

丸一ゴム工業株式会社　諏訪工場
採用担当

笠原 孝

企業PR
諏訪工場では自動車用アフターパーツの製造、工業用部品の製造・販売。物流
センターも併設しており全国へ日々発送。

〒・住所：392-0015　長野県諏訪市中洲鹿金子4600
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No.53 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 随時

No.54 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

10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】その他技術職

【5】その他事務職

【6】

特記事項

1,就業時間：8時20分-17時20分 2,休憩時間：60分 3,時間外労働時間：月平
均30時間　4,年間休日：土日祝他（会社カレンダーによる）120日
5,加入保険等：雇用保険，労災保険，健康保険，厚生年金，財形 6,退職金制
度：あり

事業概要

ライフルスコープ、双眼鏡等光学機器のOEM・ODM生産
発射時の強い衝撃に耐え、見え味・操作性に優れた製品を作るために、設計技
術はもちろんのこと、高精度の加工技術、組立技術を磨き、トップシューターに愛
用される製品を世界中に輸出しています。

採用職種

【1】生産組立

【2】レンズ加工

【3】アルマイト加工

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

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

資本金：2500万円 売上高：95億円 従業員数：228名

株式会社ライト光機製作所
採用担当

大崎 愛

企業PR
ライフルスコープなどの光学機器の完成品メーカーです。事業拡大につき社員
を募集しております！是非当ブースにお越しください！

〒・住所：392-0015　諏訪市大字中洲3637

【4】

【5】

【6】

特記事項

加入保険：雇用・労災・健康・厚生
休日等：土・日・祝日(週休二日制)  就業時間：8時30分～17時25分
必要な資格等(出荷管理のみ必要)
中型自動車運転免許(8トン限定)・フォークリフト運転技能講習修了

事業概要

ＯＡ機器、半導体製造装置、無停電電源装置などに用いられるケースなどを｢精
密板金加工｣にて製造しています。
金属板をレーザー、タレットパンチプレスでさまざまな形状に切断し、ベンディン
グマシンで折り曲げ、必要に応じて溶接をします。

採用職種

【1】管理事務

【2】出荷管理

【3】平板 曲げ加工

TEL：0266-24-5211 URL：

FAX：0266-24-5117 E-mail：y.s.g@yamamura-system-g.co.jp

資本金：1,010万円 売上高：4億2,600万円 従業員数：23名

株式会社山村システム技研
採用担当

山村 京子

企業PR
多品種少量生産を得意とし、ひとりひとりの工夫、改善を大切にするとともに、工
夫、改善に取り組める職場作りを目指しています。

〒・住所：394-0055　長野県岡谷市字西山1723番133(塩嶺林間工業団地)
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No.55 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、岡谷市 正社員 令和4年1月より

2名 茅野市、岡谷市 パート 令和3年11月より

1名 岡谷市 契約社員 令和4年3月より

2名 岡谷市 契約社員 令和3年3月より

2名 岡谷市 パート 令和4年3月より

1名 茅野市、岡谷市 パート 令和3年12月より

No.56 業種区分： 製造業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

5名 茅野市 正社員 随時

10名 茅野市 正社員 随時

1名 茅野市 正社員、パート 随時

1名 茅野市 期間社員（3か月）のち正社員可 随時【4】総務・人事・経理

【5】

【6】

特記事項
賃金：18万～23万円 福利厚生：社員食堂（日勤のみ）食事手当 加入保険：雇
用・労災・健康・厚生・財形 就業時間：8時15分～17時15分（その他時差出勤、
夜勤）　休日：116日　必要な資格経験：各職種による。

事業概要

次世代への技術革新・環境を考えた製品づくりをスローガンに半導体関連基板
の開発製造を中心に薄板軽量基板を得意とし情報通信機器関連メーカー及び
海外メーカーに納入しております。主な製品としてPCメモリー等また車載向けメ
モリーも手掛けております。

採用職種

【1】製造

【2】検査

【3】出荷包装

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

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

資本金：7850万円 売上高：3458百万円 従業員数：100名

株式会社リョウワ
採用担当

小林 高志

企業PR
当社は半導体向けプリント基板の製造販売を行っております。基板は主にメモ
リー基板を製造し、95％以上海外へ輸出しております

〒・住所：391-0216　長野県茅野市米沢245

【4】保育士

【5】保育士

【6】柔道整復師

特記事項

【正社員】加入保険等：健康・厚生・雇用・労災、週休2日
【契約社員】加入保険等：正社員に準ずる
【パート】加入保険等：労働時間に応じて
職種そのものの経験よりも、様々な経験を応用して力を発揮しスキルアップした
いという考え方が重要です。

事業概要

医療と教育を担う会社で、4つの部門から成ります。＜訪問看護ステーション＞＜
訪問リハビリ＞＜訪問鍼灸・整体＞＜新個別指導学習塾＞です。精神科に強い
訪問看護ステーションを目指しており、来春からは、児童発達支援の分野も手掛
けようと準備しています。

採用職種

【1】看護師

【2】看護師

【3】児童発達支援管理責任者

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

FAX：0266-78-7995 E-mail：a-motojima@lifelike-care.com

資本金： 売上高： 従業員数：35名

ライフライク株式会社
採用担当

信田 貴仁

企業PR
日本一「あんしん」できる「安定」した会社を目指します。皆が「自分らしく」ある社
会に向けて。杉山愛さんのテレビ番組出演！

〒・住所：391-0013　長野県茅野市宮川3987-3
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No.57 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 諏訪郡下諏訪町広瀬町5259 正社員 随時

1 諏訪郡下諏訪町広瀬町5259 正社員 随時

1 諏訪郡下諏訪町広瀬町5259 正社員 随時

No.58 業種区分： 卸売業・小売業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

2名 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

賃金：20万~30万円 ／ 加入保険：雇用・労災・健康・厚生 ／ 就業時間：
8:30~17:30　／
休日：土・日・祝日・GW・夏季・年末年始 ／ 必要資格：普通自動車免許 ／
家族手当・通勤手当等あり

事業概要

耐蝕FRPタンクの設計・製造・販売 ／ フッ素樹脂・合成樹脂製品の設計・加
工・販売　／　
表面処理機械設備および機器の販売 ／ 給排水設備機器および資材の販売
／　毒物・劇物の一般販売

採用職種

【1】営業

【2】CADｵﾍﾟﾚｰﾀｰ※設計含む

【3】

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

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

資本金：1000万円 売上高：95,000万円 従業員数：8名

株式会社ワイケイシー
採用担当

吉澤 秀樹

企業PR
当社は水処理・表面処理の専門商社、プロフェッショナル集団です。社内の雰囲
気も良く、仕事を楽しむことができる会社です。

〒・住所：392-0016　長野県諏訪市豊田2587-2

【4】

【5】

【6】

特記事項

みんなで協力して物事を成し遂げることが好きな方には最適な仕事です。
さらに、目に見えるスケールの大きい「ものづくり」ができることも建設業の醍醐味
です。
向上心があり、人と接することが得意な方、建築物に興味のある方をお待ちして
おります。

事業概要
1968年の設立以来、地域の皆様に信頼される総合建設業を目指して、建築工事
業、土木工事業、解体工事業、リサイクル事業、不動産事業と建設に関わる様々
なニーズにワンストップでお応えするべく事業を展開しています。

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：https://www.rokkyo.co.jp/

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

資本金：4300万円 売上高：19億円 従業員数：34名

株式会社　六協
採用担当

河西 誠

企業PR
創業から50年以上となる、地域を支える総合建設業です。
社員同士が支え合う風土とフラットな関係も魅力の一つです。

〒・住所：393-0056　長野県諏訪郡下諏訪町5259番地
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No.59 業種区分： 医療、福祉 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

１名 岡谷市 正社員 随時

１名 岡谷市 正社員 随時

１名 岡谷市 正社員 随時

１名 岡谷市 パート 随時

No.60 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、諏訪市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

中途採用：試用期間有（3ヵ月）時給1,000円、勤務シフト制 年間休日106日（月8
～9日休日）　
各種手当：各種保険加入（雇用・労災・健康・厚生）、退職金制度（勤務3年以上）
交通費、資格手当、精勤手当

事業概要

当社運営ａｕショップ（下諏訪・諏訪等）で店頭スタッフとして勤務いただきます。
未経験者大歓迎！当社では教育担当の先輩スタッフが中心に約3ヵ月のスケ
ジュールで丁寧に研修します。仕事は無理なく、簡単な業務から徐々に繰り返し
行って慣れて頂きます。

採用職種

【1】ａｕショップスタッフ

【2】

【3】

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

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

資本金：3000万円 売上高：59億1800万円 従業員数：225名

株式会社和田正通信サービス
採用担当

太田 正浩

企業PR
ＫＤＤＩ株式会社の専属販売代理店として長野県内でａｕショップ１５店舗、ＵＱス
ポット２店舗を運営しています。

〒・住所：380-0916　長野県長野市稲葉中千田2142

【4】看護職

【5】

【6】

特記事項

正社員賃金　159,000～305,000円　資格　経験年数に準じる。
パート　877円～1,300円　資格、経験年数に準じる。
無資格未経験でも相談可能。就業時間8：30～17：30変則勤務 夜勤あり。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】生活相談員

TEL：0266-75-2606 URL：

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

資本金：４００万 売上高：3,000万円 従業員数：85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。子育て中の方も短時間勤務相談応じます

〒・住所：394-0034　長野県岡谷市湖畔4-1-27
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No.61 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

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

2名 岡谷市 正社員 随時

若干名 岡谷市 正社員・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・パート 随時

若干名 岡谷市 パート・正社員 随時

【4】介護福祉士

【5】看護師

【6】調理員

特記事項
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生年金、未就園児保育料補助制度、育児短
時間勤務制度（正社員扱い・週４日も可能）

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

採用職種

【1】事務職

【2】介護職

【3】看護補助者

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

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

資本金：1620万円 売上高：324,862万円 従業員数：530名

医療法人研成会
採用担当

松山 徹

企業PR
医療や介護に興味のある方を募集しています。資格のない人も仕事があります。
働きながら資格を取得している職員も大勢います。

〒・住所：394-8515　長野県岡谷市長地小萩1-11-30

【4】

【5】

【6】

特記事項

賃金は当社規定によります。
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生
休日：完全週休二日制（土日休み）、年間休日116日（2021年度）
その他：ウェルワーク諏訪湖共済加入制度（会社負担）

事業概要

金属精密部品への表面処理加工
・各種めっき（無電解ニッケルめっき、電解ニッケルめっき、ニッケル・クロムめっき
など）
・ステンレス電解研磨、ステンレス不動態化処理
取引業界は、自動車、電子機器、インフラ関係など多岐にわたっています。

採用職種

【1】製造および生産技術

【2】ルート営業

【3】

TEL：0266-23-4848 URL：http://www.eptec.co.jp

FAX：0266-24-0741 E-mail：saiyo@eptec.co.jp

資本金：2470万円 売上高：4億5000万円 従業員数：35名

株式会社エプテック
採用担当

藤森 一俊

企業PR
精密部品への表面処理加工メーカーです。自動車・電子・インフラなど様々な分
野に取引先があり、安定した業績を確保しています。

〒・住所：394-0025　長野県岡谷市大栄町１丁目１６番２６号
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No.63 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 茅野市他 正社員 随時

若干名 茅野市他 正社員 随時

若干名 茅野市 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

２名 諏訪市 正社員 随時

２名 諏訪市 正社員 随時

２名 諏訪市 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
就業時間：8:00～17:00（休憩75分）
年間休日：106日（日・祝日・土曜日隔週・年末年始・お盆・GW）
資格：普通自動車運転免許（AT限定不可）　施工管理技士資格あれば尚可

事業概要
総合建設業（土木・建築の設計・施工・監理）
上下水道温泉工事
不動産業

採用職種

【1】建築工事施工管理

【2】土木工事施工管理

【3】上下水道・温泉工事施工管理

TEL：0266-52-0443 URL：http://www.shibusaki.co.jp

FAX：0266-58-0021 E-mail：chizuko_tanaka@shibusaki.co.jp

資本金：4,100万円 売上高：13億4,748万円 従業員数：38名

渋崎建設株式会社
採用担当

田中 千津子

企業PR
経営理念 渋崎建設は『お客様と地域社会の繁栄の為に存在する』を実践しま
す。建設サービス業を目指しています。

〒・住所：392-0010　長野県諏訪市渋崎1722番地

【4】

【5】

【6】

特記事項
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生
年間カレンダーによる週休二日制。デート休暇制度あり。
社員寮（民間アパート単身・世帯可）あり。

事業概要

土木工事、造園・エクステリア工事、建築基礎工事、舗装工事が主な仕事です。
設計から施工まで、お客様に安心と幸せを笑顔で提供しております。技術力はも
とより、笑顔と心地よさ、気持ち良さを売りにしております。主力商品はもちろん笑
顔です笑。

採用職種

【1】現場作業員

【2】現場技術者

【3】営業・現場管理

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：7名

有限会社　小平建設
採用担当

小平 良司

企業PR
小さくとも優しく強く逞しい建設会社です。あいさつとマナーそして笑顔を大切に
しております。女性の方も活躍できます。

〒・住所：391-0211　長野県茅野市湖東3295

 32



No.65 業種区分： 医療、福祉 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

3名 諏訪市 正社員、パート 随時

3名 諏訪市 正社員、パート 随時

1名 諏訪市 正社員・パート 随時

1名 諏訪市 パート 随時

No.66 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

２名 諏訪郡内および松本市 正社員 随時

１名 松本市 正社員 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

初任給：短大卒 172,400円～、大学卒 207,400円～、大学院卒 217,400円～
加入保険：雇用・健康・労災・厚生
就業時間：13:30～22:15　休日：年間105日程
経験：教師職は不問、室長候補は経験者優遇

事業概要

小中高生の学習・受験指導を通して、子どもの将来の自己実現をサポートしま
す。
野外体験・勉強合宿など各種イベントを通して学力と心の育成を行います。
新規事業の企画・開発・推進を行います。
NPO全国ボランティア活動への協力。

採用職種

【1】教師職

【2】教室長候補

【3】

TEL：0266-28-7676 URL：https://challengehd.com

FAX：0266-28-8908 E-mail：challengehd@yahoo.co.jp

資本金：1400万円 売上高： 従業員数：50名

株式会社チャレンジHD
採用担当

清水 洋介

企業PR
創立５５年を迎えました。長野県下では一番伝統のある学習塾です。教育理念
「頭が良くて、思いやりのある国際人を育成します。」

〒・住所：393-0061　諏訪郡下諏訪町御田町3156

【4】調理者

【5】

【6】

特記事項

ハローワークの求人に登録済み
加入保険等：雇用・労災・健康・厚生
週休2日、誕生日休暇
ユニフォーム貸与（クリーニング代病院負担）

事業概要
地域医療を支える外来部門と急性期病院をサポートする療養病床を有する病院
です。主に近隣の急性期病院で入院治療を受けた患者さんの中で、介護施設
や在宅での療養が困難な患者さんが入院しています。

採用職種

【1】介護職員

【2】看護師、准看護師

【3】薬剤師

TEL：0266-52-3100 URL：

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

資本金： 売上高： 従業員数：40名

諏訪城東病院
採用担当

牛山 希

企業PR
地域の医療・介護スタッフ育成を目標としており、幅広い年代のスタッフが協力し
合う職場です。

〒・住所：392-0026　長野県諏訪市大手2-3-5
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No.67 業種区分： 金融業・保険業 新卒採用： 含む

採用予定数 勤務市町村 雇用形態 採用時期

1名 下諏訪町 正社員 随時

1名 下諏訪町 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員 随時

No.68 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 随時

若干名 諏訪市 正社員　パート 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項

４年制大卒　１８万８２００円（一律手当を含む）加入保険：雇用・労災・健康・更生
週休２日制　　年間休日　１２９日（２０２０年度実績）
住宅手当　８２００円～４万６９００円　　家族・教育手当　３０００円
通勤交通費全額支給

事業概要

諏訪地域を中心に県内の医療施設へ医療用品を販売しています。
業界最大手のムトウ（国内全域に販売拠点を持ちグループ会社２２社、年商１５４
６億円の医療機器販売会社）のグループ会社です。業界のリーダーとして医療に
貢献できる活動を続けています。

採用職種

【1】営業

【2】配送員

【3】

TEL：0266-52-1555 URL：https://www.wism-mutoh.jp/bases/?id=1611304773-706447

FAX：0266-52-1557 E-mail：yoshihiko_oguchi@ni.wism-mutoh.co.jp

資本金：1000万円 売上高：36億9971万円 従業員数：４５名

ハトヤメディカルサポート株式会社
採用担当

浦島 基浩

企業PR
医療機器・用品を販売しており、未経験の方も活躍できる環境を整えています。
安定した医療業界で毎年業績を伸ばしています。

〒・住所：392-0015　長野県諏訪市中洲三ツ俣5709-31

【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、年間休日数125日
就業時間：10：00～18：30
必要な資格：営業・整備ともに普通自動車運転免許（AT限定不可）は必須、整備
は二級自動車整備士必須

事業概要
・トヨタ車、レクサス車の販売・中古車の販売、自動車の買収・車両の点検、整備
・タイヤ、用品の販売・各種通信機器の販売・損害保険、生命保険代理店業務
他

採用職種

【1】営業

【2】整備

【3】整備

TEL：026-264-5060 URL：https://www.toyota-ugroup.com

FAX：026-264-5003 E-mail：a-wakisaka@u-group.co.jp

資本金： 売上高： 従業員数：1141名

長野トヨタ自動車株式会社
採用担当

脇坂 明里

企業PR
県内全域で活動しているトヨタのディーラーです。モビリティカンパニーを目指
し、お客様によりよいサービスをご提供致します。

〒・住所：380-8509　長野市南石堂町１３２６－１
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No.69 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

10名 岡谷市 正社員,パート,アルバイト 随時

2名 岡谷市 正社員 随時

1名 岡谷市 正社員,パート 随時

1名 岡谷市 正社員,パート 随時

2名 岡谷市 正社員 随時

No.70 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 富士見町 正社員、パート 随時

1名 富士見町 正社員、パート 随時

【4】

【5】

【6】

特記事項
〇賃金（正社員）：月額 165,000円（高卒） 月額180,000円～250,000円 〇年
間休日：来年度より96日 〇加入保険等：雇用・労災・健康・厚生 〇必要な資
格：普通自動車免許（ＡＴ限定不可)　準中型自動車免許（あれば尚可）

事業概要
建設事業では、主に一般家庭のお庭のエクステリア工事、駐車場工事、アプ
ローチ工事、植栽などを行います。環境事業では、食品工場などの調理くず、諏
訪湖のヒシなどを受け入れ堆肥化をし、堆肥の販売もしています。

採用職種

【1】建設事業現場作業スタッフ

【2】環境事業現場作業スタッフ

【3】

TEL：0266-62-2605 URL：https://www.minori-kensetsu.co.jp

FAX：0266-62-2990 E-mail：info@minori-kensetsu.co.jp

資本金：3200万円 売上高：12494万円 従業員数：13名

株式会社みのり建設
採用担当

宮坂 典利

企業PR
建設事業はお客様が楽しめる庭づくりをしています。環境事業は諏訪湖のヒシな
どを堆肥化して資源循環に貢献しています。

〒・住所：399-0211　長野県諏訪郡富士見町富士見11693-7

【4】生産管理

【5】購買

【6】

特記事項
正社員賃金：168,000～300,000円
加入保険：社会保険一式
休日：会社カレンダー（基本土日休み）

事業概要

精密板金は、一枚の鉄の板をレーザや金型で切り出し折り紙のように折り曲げイ
メージを形にします。どの業種からも必要とされ様々な最先端技術と関わる機会
が多いです。また多品種少量生産で人と機械とシステムが融合された会社で
す。

採用職種

【1】製造

【2】検査

【3】品質保証ISO事務局環境管理

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

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

資本金：2400万円 売上高：137,010万円 従業員数：147

株式会社平出精密
採用担当

平出 琢磨

企業PR
精密板金の製造業。人の成長が会社の発展に繋がり会社の発展が地球丸ごと
幸せを創り出す。そんな考えを大切にしている会社です

〒・住所：394-0001　長野県岡谷市今井1680-1
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