
製造スタッフ

ＮＴＰトヨタ信州㈱

トヨタ・レクサス等の新車販売、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) 長野県中南信地区に展開するトヨタの自動車ディーラーです。

説明会へのご参加お待ちしております！
総合職（販売スタッフ）

企業名
（企業HPへのリンク）

事業内容
学生の皆様へのメッセージ

募集職種

ＮSKマイクロプレシジョン㈱

ミニチュアボールベアリング（極小軸受）の製造
日本精工株式会（NSK）のグループ会社です。
ものづくりに興味のある方、是非視聴をお願いします。

技術職・事務職

飯田信用金庫

金融業

街が変わる、経済が変わる、君が変える

「チャレンジ職」のみ

旭松食品㈱

凍豆腐、即席みそ汁およびスープ類、介護職（カットグルメ）等の製造販売

お客様が笑顔になる 健康を追求した食品を お届けする企業です。

設備技術・商品瀬敬・品質管理　等

㈱イイダアックス

上場企業を主体とする大手メーカーの住宅機器・店舗・オフィス・施設といった各
分野の開発～生産まで行っている家具メーカーです。
工場内ではNC化された機械を主に生産を行っています。

当社は材料から普段自分たちが使う家具を製造します。
若い人達の発想力で新しい物づくりをしてみませんか。

㈲エクスルース

組み込みシステムのハードウェア・ソフトウェア エンジニア 自分たちの手で新しい物を作り出す達成感を感じられる仕事です。
家電製品や IT、IoT 等に興味があり、新しい技術に挑戦したい方を求
めています。ハードウェアエンジニア・ソフトウェアエンジニア
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電子部品（固定抵抗器）製造、設計・開発
地域と共にある企業として、創業以来、地元との強い信頼関係で結ばれ
た会社です。

技術職　／　総合職

㈱マルニシ

管工機材、鉄鋼、機械の専門商社
長野県のモノづくり、インフラを支える地域密着企業です。
充実の教育体制と風通しの良い社風が自慢！お待ちしています。

営業職、アシスタント職

土木技術者・建築技術者

化成工業㈱

金型の設計、
車載部品、OA部品のプラスチック製品の製造販売

新工場建設中につき、若いやる気のある方を募集します。

製造・技術・営業

木下建設㈱

総合建設業
私たちは長年の信用で優れた作品を責任もって施工する専門家の集団で
す。

土木施工管理、建築施工管理

㈱協和精工

製造業：半導体装置、医療検査装置の精密部品加工
　　　：無励磁作動ブレーキの開発設計・製造

その気になったあなたと仕事がしたいです。是非。

製造・生産技術職、総務・法務事務職　他

創業以来、人を大切にしている会社です。「みんなで腕を組み、みんなで汗を
流して働き、みんなで暮らしを守ろう」という意識の強い会社です。当社で”
やりがい”を見つけてみませんか！

神稲建設㈱

1.総合建設業　2.土木コンサルタント　3.不動産取引業
4.浄化槽設備管理業

興亜エレクトロニクス㈱

企業名
（企業HPへのリンク）

事業内容
学生の皆様へのメッセージ

募集職種
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社会福祉法人　親愛の里

障害者支援施設／共同生活援助事業／生活介護事業／就労継続B型事業／放課後等
デイサービス／特定・障害者相談支援事業等　障害福祉関係 様々な事業を展開していますので、職員の働き方も様々です。自身の得

意分野を活かしたり、スキルアップが可能です。
生活支援員

機械加工・部品加工

食品香料及び食品原材料の製造、輸入、企画販売
ワインの輸入販売、食品異物検査 食と香りを通じて、世界の人々を笑顔で満たせる食品の

香りと原材料の提供に取り組んでおり、
ともにチャレンジされる方々を歓迎いたします総合職（製造）

三和ロボティクス㈱

精密部品の切削加工・機器の組立サービス
自社ブランドオートメーション製品の開発製造

笑顔の絶えない会社です！　明るい会社です！

コーケンフード＆フレーバー㈱
伊那工場

信州航空電子㈱

ジャイロ、加速度計等の慣性センサ及びその応用製品や半導体製造装置に使用され
るリニアモータ、コイル等、地底・海中から航空宇宙までありとあらゆる場所で活
躍している製品を造っています。 私たちと一緒に世界でもトップクラスの性能を誇る製品をお客様に届け

ましょう。

技術職（生産技術、品質保証）、事務職（管理）

企業名
（企業HPへのリンク）

事業内容
学生の皆様へのメッセージ

募集職種

小林製袋産業㈱

・各種果実用育成袋の製造
・果実生産、包装梱包、施設園芸資材の販売
・食料品包装袋販売　・冷蔵庫販売

当社はお客様の満足と信頼を得る事を最優先に考え、商品開発や商品提
案を行っています。学生生活で学んだ事を生かし、私たちと一緒に新し
い挑戦をしてみませんか。

営業職、開発技術職

山京インテック㈱

電気機器 設計・製造（ノイズフィルター、ラベル検査装置、RFID機器 など）
精密機械加工（ロボット部品・航空機部品など）
システム開発（バーコードやRFIDを利用した管理システム）

新型コロナウィルスの感染拡大で学校生活・就職活動が大変だと思いま
すが頑張ってください。当社も厳しい環境下ですが、成長・発展に向け
て取り組んでいます。採用活動は積極的に行いますので、応募をお待ち
しています。設計開発 ／ プログラマー ／ 製造（組立・加工） ／ 営業
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信南交通㈱
バス事業・旅行事業・情報システム事業・地域観光事業（天竜舟下り） 地域の皆様に安心して利用いただける交通手段を提供しています。

リニアとのアクセスや観光への拠点として幅広く活躍できる人を求めま
す。システムエンジニア

信菱電機㈱

製造業
身近にある家電製品や、一度は目にしたことのある様々な商品を企画・
設計から開発、生産、品質保証まで自社にて行う企業です。

システム管理（SE）、組立管理、生産技術

東海興業㈱下条工場

自動車用 樹脂・ゴム・シート部品の製造販売
向上心を持った みなさんとお会い出来ることを楽しみにしておりま
す。

生産技術、生産管理、品質保証　他

TDK庄内㈱飯田工場

電子部品製造、通信関係、ITインフラ整備、システム運用、改善（簡素
化）業務 自分の職業に誇りを持ってできる仕事です。TDKに入社してDXとEX

に貢献し新たな社会的価値を一緒に創造しましょう。
保守保全メンテナンスマン、オペレーター、情報システム部門

多摩川精機㈱

航空機、HV自動車、ロボット等向けのサーボコンポーネント等（エンコー
ダ・レゾルバ・ジャイロ等）の設計開発・製造・販売

多摩川精機は、生活しやすい環境に暮らしながら、世界のトップメーカーを相
手にした「最先端ものづくり」に携わることができる企業です。
定期昇給、産休、育休などライフステージの変化に対応する福利厚生の充実を
図り、安心して長く働くことのできる環境を整えています。設計開発技術・営業職・社内SE・生産技術・品質保証等

㈱トライネット

・土木事業（道路、林道、河川、治山、砂防等の施工管理）
・建築事業（工場・店舗、施設等の建築物の設計・施工管理）
・住宅事業（新築住宅、住宅リフォームの設計・施工管理） 南信州の自然豊かなフィールドで地図に残るモノを創りあげよう！

施工管理職

企業名
（企業HPへのリンク）

事業内容
学生の皆様へのメッセージ

募集職種
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企業名
（企業HPへのリンク）

事業内容
学生の皆様へのメッセージ

募集職種

㈱ナガイ

建築資材の販売、加工ならびに施工

元気を出していきましょう！

営業他

長野日野自動車

日野自動車㈱製のトラック・バスの販売と整備
部品販売、保険代理店業務

お気軽にご参加ください！！お待ちしています！！

総合職

日邦電機㈱

モータ、減速機の開発製造をコアとした電機機械器具製造 一人ひとりが互いを尊重し、活き活きと働ける企業です。
皆様が新しく仲間に加わり、存分に力を発揮して頂けることを期待して
います。開発設計・生産管理・機械加工

㈱原鉄

建設機械器具・ハウス備品・保安用品・建設資材・測量機器の販売・修理・レンタル
浄化槽の設計・施工・維持管理、家庭用・業務用生ごみ処理装置の企画設計・販売保守

若手が多い職場で一緒に働きませんか？
みなさんのエントリーをお待ちしております！

営業・サービス（修理）

㈱平田商会

当社は、各種工作機械を主体に工具・設備機器・産業資機材を販売する専
門商社です。

「いい会社」であること。それが社員の幸せ向上です。

営業職

㈱ホンダカーズ信州

ホンダ車の販売・整備

お客様の笑顔のために一緒に頑張るチームメンバーを募集しています。

営業・受付事務
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企業名
（企業HPへのリンク）

事業内容
学生の皆様へのメッセージ

募集職種

丸西産業㈱

食品の商社として、野菜や果物をコンビニ各社、外食産業、スーパーにて販売して
います。ネット販売も年々売り上げが伸びています。 飯田・下伊那をはじめ、全国で青果物を販売しています。ぜひ私達の

WEB説明会を見に来てください。
営業職・事務職

社会福祉法人
泰阜村社会福祉協議会

在宅福祉を基盤とした介護保険サービス（居宅介護支援・訪問介護・通所介護・短
期入所・特別養護老人ホーム）及び村からの委託を受け、様々な地域福祉を展開し
ている。 共に学びながら活躍してみませんか !!

介護職

㈱丸三建設

総合建設業、建築工事の設計・請負

一緒に楽しく働きましょう！

営業職、設計職、コーディネーター

㈱南信州新聞社

南信州新聞、三遠南信Biz発行、出版、印刷業
リニア中央新幹線を含め、変革する南信州地域の様子を報道していきま
しょう。

報道記者、営業

みなみ信州農業協同組合

金融事業・共済事業・営農事業・経済事業 毎年たくさんの新入職員を迎えており、若手職員も大勢います。
地域の発展に寄与するためには、皆さんの若い力が必要です。
ぜひ、私たちと一緒にみなみ信州を盛り上げましょう!!営農技術員、一般総合職
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