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さあ！とうみ市で、
あなたに合った職場を見つけよう！
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服装
自由

申込
不要

時間内
入退場
自由

東御市内企業
合同就職面接会
東御市内企業
合同就職面接会

■雇用保険を受給される方へ
　求職活動としてカウントされます。雇用保険受給資格者証をお持ちください。
■来場時に事業所訪問カードの記入をお願いいたします。

履歴書
不要

土日 時

場 所 ＪＡ信州うえだ ラ・ヴエリテ（東御市田中 63-4）

28 社（令和元年 12月 20日現在）

対 象 東御市内での就職を希望の方
（Ｉターン・Ｕターン、首都圏在住者の保護者の方も大歓迎！）

参加企業

13：30～ 16：00

令和２年

ハローワーク上田お仕事相談コーナーがあります。

東御市社会福祉協議会の就労サポート「まいさぽ」コーナーがあります。

〒389－0516 長野県東御市田中 178-2
Tel 0268-75-5536 Fax 0268-75-0875
E-mail:info@tomi-city.jp    URL:https://tomi-city.jp/

東御市商工会
お問合せ

ハローワーク上田
共　催

東御市／東御市工業振興会／東御市羽毛田工業団地協議会
後　援

ＩＰＤロジスティクス株式会社
株式会社アヅマ／株式会社アヅマセラミテック
株式会社アトリエ・ド・フロマージュ
株式会社岩崎製作所
上田第三木材合資会社
株式会社キャンバス
株式会社グローバル警備保障上田営業所
株式会社塩沢産業
株式会社シックスセンス（地域密着型特定有料老人ホーム仙寿の里こもれび）
神栄キャパシタ株式会社

佐川急便株式会社
株式会社 信越精密
株式会社竹花組 東御支店
社会福祉法人 ちいさがた福祉会
株式会社ツルヤ
東海西濃運輸株式会社 上田支店
株式会社長野三洋化成
株式会社ニチイ学館　上田支店
日信工業株式会社
株式会社日本ビルシステムズ

株式会社ハルディン／株式会社ハルディンフレスコ
株式会社ブリヂストンタイヤサービス信州
ベルグアース株式会社長野農場
株式会社ミマキエンジニアリング
社会福祉法人みまき福祉会
宮原酸素株式会社
株式会社民間救急
株式会社メイクワン

●参加企業一覧（50音順）

　東部
湯の丸 I.C.

田中

東御
市役所

東御清翔高校

東御中央
公民館

←至長野 至東京→

R18

しなの鉄道

上信越自動車道

ＪＡ信州うえだ
ラ・ヴエリテ

企業名 / 事業内容
求人内容

希望する人材・仕事内容など
職種 雇用形態

ハローワー
ク求人番号 未経験

株式会社日本ビルシステムズ
上田市天神一丁目 8 番 1
上田駅前ビルパレオ 3 階
0268-24-3411
各種建物の管理業務

モニター監視：リーダー 正社員 ◎
未経験者の方でも大丈夫です。電気・機械等に興味のある方、
施設管理の経験のある方、電気主任技術者・電気工事士・ボ
イラー技士などの資格をお持ちでスキルアップを目指す方は
大歓迎

モニター監視：オペレー
ター

正社員 ◎
未経験者の方でも大丈夫です。電気・機械等に興味のある方、
施設管理の経験のある方、電気主任技術者・電気工事士・ボ
イラー技士などの資格をお持ちでスキルアップを目指す方は
大歓迎

株式会社ハルディン 
株式会社ハルディンフレスコ
東御市八重原 3533-692
0268-67-3336
花、野菜、カラーリーフ苗等の生産、
販売

生産技術スタッフ

正社員 ◎ 園芸や農業に興味がある方 花・野菜が好きな方

パート
（常用） ◎ ハウス内の園芸作業がメインです。園芸・植物に興味がある

方 ご応募をお待ちしております

アルバイ
ト（短期） ◎ ハウス内の園芸作業がメインです。園芸・植物に興味がある

方 ご応募をお待ちしております

株式会社ブリヂストンタイヤ
サービス信州
上田市古里 153-12
0268-24-3333
大型トラック・バス等のタイヤ販売、
組替、修理　タイヤ館及びミスター
タイヤマンの経営

サービススタッフ（東
御トラックセンター）

正社員 20040-
12734791 ◎ 大型車両のタイヤ取付作業を専門に行う仕事です。普段目に

しないサイズのタイヤを扱っていただきます

サービススタッフ（タ
イヤ館上田）

正社員 20040-
12083891 ◎ 普通自動車向けタイヤの販売、取付作業を行う仕事です。接

客と作業の両方が好きな方大歓迎です

ベルグアース株式会社長野農場
東御市新張 688-1
0268-64-4836
野菜接木苗生産事業

野菜苗、花苗の栽培作
業

パート　
契約社員

20040-
12108591 ◎ 未経験者でも大丈夫です　野菜苗や花苗に興味のある方、是

非ブースまでお越しください　お待ちしています

株式会社ミマキエンジニアリング
東御市滋野乙 2182-3
0268-64-2282
コンピュータ周辺機器及びソフトウ
エアの開発、製造

ソフトウエア（技術職） 正社員 産業用プリンタへ出力するアプリケーション開発

メカ設計（技術職） 正社員 産業用プリンタの機構設計および評価

電気設計（技術職） 正社員 産業用プリンタの電気設計および評価

社会福祉法人みまき福祉会
東御市布下 6-1
0268-61-6001
社会福祉事業（特別養護老人ホーム、
ディサービス、ホームヘルパー等の
介護業務）、プール施設等の健康増
進事業

介護職員 パート
健康で明るく、やる気のある方 募集！新任職員研修、ＯＪＴ
も実施 職員向け認可外保育施設あり

介護職員 正社員
介護福祉士の資格をお持ちで、シフト勤務（夜勤含む）がで
きる方

宮原酸素株式会社
東御市本海野 1708
0268-62-0888
産業ガスアプリケーション、供給設
備施工、管理

総合職（営業・工場・
技術）

正社員 ◎ 新しいチャレンジをする方を応援します 地域社会への貢献を
共に

株式会社民間救急
東御市県 291-2
0268-64-4199
患者移送

民間救急隊員（ドライ
バー）

正社員 20040-
221401 ◎ 小人数の会社ですが大きな仕事を行っています。明るくまじ

めでやる気のある方を募集しています

株式会社メイクワン
東御市御牧原 2749-1
0268-71-5795 
アクリルの加工性の良さを活かした
表彰・記念品を製作、販売

技術者（工学系） 正社員 20040-
131901 ◎

機械オペレーター募集　ＣＮＣルーター、マシニングセン
ター、レーザー加工機の経験者、マーケティングリサーチの
知識、経験者も合わせて歓迎　ひとつずつ丁寧に造ることか
ら社名を“ＭＡＫＥ－ＯＮＥ”と名付けました

求人内容及びハローワークの求人番号は令和元年 12 月 20 日現在のものとなります。
「ハローワークインターネットサービス」にて求人番号を入力すると求人情報の詳細がご覧いただけます。

企業訪問カード 記入日 

     令和     年    月    日 

ふ り が な  性  別 生 年 月 日 年  齢 

氏  名  男 ･ 女 S ・ H     年    月    日生 歳 

住  所 
〒      -        

連 絡 先 
電話番号 携帯番号 E-mail 

最終学歴 
大学院・大学 

短 大 ・高 専   

専修学校・高校 

学 部 学 科 

卒   既 

卒業見込 

職務履歴 

期  間 企 業 名 業  種 職  種 

年    月 ～     年    月       

年    月 ～     年    月    

年    月 ～     年    月    

免許資格 
（普通自動車免許   有   ･   無 ） 

自己 PR など 
 

求職活動証明 希望する  ・  希望しない  （証明書が必要な方は、ハローワークブースにて求職活動の証明書をお渡しします。） 

今回の面接会を
知ったきっかけ 

１. ﾊﾛｰﾜｰｸの紹介・ﾎﾟｽﾀｰ     ２. 新聞折り込み広告     ３. 信毎就職情報日曜版  

４. 東御市広報誌     ５. 市内掲示ポスター     ６. 東御市雇用創造協議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・facebook 

  ７. 親族・知人から聞いて     ８. その他（                                        ） 

当日会場にて右記の企業訪問カードにご記入いただきます。
記入項目は氏名、住所、最終学歴、職務履歴、免許資格、
自己PRなどです。
記入内容について予めご準備下さい。



企業名 / 事業内容
求人内容

希望する人材・仕事内容など
職種 雇用形態

ハローワー
ク求人番号 未経験

ＩＰＤロジスティクス株式会社
東御市加沢 88-12 
0268-63-1151
運輸、倉庫、梱包業

長距離ドライバー 正社員
関東方面への運行　お客様の商品、部品を安全・確実に届け
ていただきます

物流営業 正社員 20040-
12121891 ◎ ポジティブで前向きな方、歓迎します

事務職（梱包業務） 正社員 20040-
12412591 ◎ 梱包の実績入力、請求書作成、パソコンを使った業務

株式会社アヅマ
株式会社アヅマセラミテック
東御市和 8655
0268-62-2990
プラスチック精密切削加工・セラ
ミック加工（ 各種試作品、開発品等
の小ロット、超多品種）

営業 正社員 営業技術者・NC 機、CAD ／ CAM 技術者を希望します

製造 正社員 ◎
治工具から完成品まで 1 人 1 製品のものづくり 柔軟な発想
力のある人、ものづくりが好きな人 新規品、トライ意欲のあ
る方を希望します

株式会社アトリエ・ド・フロマージュ
東御市新張 504-6
0268-64-2767
チーズ及び乳製品の製造・販売　レ
ストラン経営　商品卸　通信販売

配送管理・配達業務 正社員 20040-
12902791 ◎

2019 年 7 月に移動開始した配送センターで在庫管理や商品
配送の仕事をお願いします。未経験者問わず、熱意・意欲の
ある人材を求めています

営業 正社員 20040-
12900991 ◎

百貨店・高級スーパー等既存顧客への卸営業や支店・百貨店
フェア等での販売業務が主業務になります。近隣エリアの取
引先のフォローもあります。営業経験者・未経験者問わず、
熱意・意欲のある人材を求めています

レストランでの調理 正社員 20040-
11300091 ◎ 自家製チーズを使ったレストランでの調理スタッフです

ギフト商品の包装・出
荷業務

パート 20040-
12050291 ◎ ギフト商品の包装・出荷業務及び店舗販売商品の手配をお願

いします
株式会社岩崎製作所
東御市加沢 1346-3
0268-62-0369
ペットボトル金型及びプラスチック
金型の設計、製造

機械工 正社員 20040-
12288091 ◎ 旋盤・ＮＣ・フライス等を使い金型部品を加工する仕事です。

やる気がある方、未経験者でも丁寧に指導します

ＣＡＤ / ＣＡＭオペ
レーター

正社員 20040-
12290791 ◎ 金型の設計、３次元モデル作成、加工プログラムの作成など  

ＣＡＤの使い方など丁寧に指導します

上田第三木材合資会社
東御市加沢 201-5
0268-62-1202
建築資材の流通販売 県産材製品の加
工・販売　大工工事の請負 防腐防火
処理木材製品販売

ルート営業 正社員 ◎ 木材の販売及び住宅関連資材の営業・販売、法人営業です。
未経験でも丁寧に教えます

木材加工 正社員 ◎ 前向きにお仕事に取り組める方体力に自信をお持ちの方、未
経験でも丁寧に教えます

配送 正社員 ◎ 1.5 ～ 3 ｔトラックによる木材等の配送 積込み荷下ろし作
業（要：準中型免許以上）

株式会社キャンバス
東御市和 1405-1
0268-64-8600
衣料品の企画・製造・卸・販売、オ
リジナルプリントグッズの制作・販
売

シルクプリント業務 正社員・
パート・他 ◎ お客様のご希望のデザインを衣料品にプリントする仕事 立ち

仕事となります　健康で明るい方を希望します

オーダー製品の受付 正社員・
パート・他 ◎

主に店舗で電話、インターネットによるオーダー製品の制作
依頼に伴う受注業務、イラストレーターやフォトショップを
使用できる方大歓迎

シルクプリントの製版
業務

正社員・
パート・他 ◎ シルクプリントに使用する型を作成する仕事

株式会社グローバル警備保障 
上田営業所
東御市本海野 1752-3
026-286-1800
警備業務　

交通誘導警備員（幹部
候補生）

正社員
20070-
142598 

（新卒求人）
◎

人と車の安全を守る交通誘導警備は更なる成長を続けます。
明るく元気な方、お待ちしています

交通誘導警備員 正社員
20070-
143898 

（新卒求人）
◎

交通誘導警備員駐車場
警備員

正社員 20040-
12101391 ◎

株式会社塩沢産業
東御市加沢 285-1
0268-63-6155
建設資材（砕石・生コン・合材）製
造販売　燃料販売

建材事業部
正社員・パー
ト・アルバイ

ト・他

20110-
5996991 
20110-

5995691
◎ 経験者優遇 重機オペレーター プラント整備車 大型運転手 明

るくまじめな方をお待ちしています

燃料事業部
正社員・パー
ト・アルバイ

ト・他

20110-
5982291 
20110-

5985091
◎ 経験者優遇 整備士 ＳＳスタッフ 配送運転手を募集します。 

明るくまじめな方をお待ちしています

フード事業部
正社員・パー
ト・アルバイ

ト・他

20110-
5999891 
20110-

5998791
◎ 経験者優遇 調理担当者 ホールスタッフ募集

営業部 正社員 ◎ 経験者優遇 積極的な方希望 建設資材販売 主としてルート営
業

株式会社シックスセンス（地域
密着型特定有料老人ホーム仙寿の里こ
もれび）

東御市鞍掛 707-10
0268-42-4165
介護福祉業　

介護スタッフ 正社員 20040-
11235291 ◎ 幅広い年齢層が働ける明るい働きやすい環境づくりを心かけ

ております

神栄キャパシタ株式会社
東御市田中 313
0268-62-0181
コンデンサの開発、製造、販売、輸
出入及び海外工場の技術・生産指導

電子部品の開発設計及
び品質管理

正社員 20040-
363001

納入仕様書に基づくサンプル製作及び既存製品の仕様変更品
製作　製品信頼性試験（寿命・特性等）のデータ作成

電子部品の製造・工程
管理

正社員 20040-
364301

生産設備を使用したフィルムコンデンサの製造及び工程管理
　基本、立ち仕事となります

電子部品の組立・検査 パート 20040-
365601

フィルムコンデンサ製造ラインでの業務 ・生産設備を使用し
たフィルムコンデンサの製造 ・基本、立ち仕事となります

企業名 / 事業内容
求人内容

希望する人材・仕事内容など
職種 雇用形態

ハローワー
ク求人番号 未経験

佐川急便株式会社
東御市本海野 1790-1
0268-62-4151
宅配便など各種輸送にかかる事業

セールスドライバー職 準社員 23170-
16227391 ◎ 経験・学歴は一切不問！充実の研修があるので安心・安全で

す
軽四セールスドライ
バー職

フルタイム 23170-
18035791 ◎ 募集時間内であれば短時間でも可能です　車の運転が大好

き！接客業が好き！そういった方にピッタリな仕事です

カスタマサービス職
（事務職）

フルタイム 23170-
18079591 ◎

募集時間内であれば短時間でも可能です　安定した職場で働
きたい、オフィス経験を活かせる仕事がしたい方にピッタリ
です

フィールド職 フルタイム 23170-
16204791 ◎

募集時間内であれば短時間でも可能です　「人と接する仕事よ
りカラダを動かす仕事が好き！」そんな方にピッタリの仕事
です

株式会社 信越精密
東御市田中 318-8
0268-64-5511
プラスチック成形・金型製作・電子
機器部品製造・ユニット Ass'y

成形加工オペレーター 正社員 20040-
234001

射出成形機のオペレーター業務　金型の交換、条件設定等、
経験者を希望します

生産技術者 契約社員 20040-
236601

金型の保守、メンテナンス、量産用治具、生産設備の保守等、
経験者を希望します

株式会社竹花組 東御支店
東御市鞍掛 18
0267-53-2345（佐久市望月）
土木建築及びその他建設工事全般に
関する請負　

現場代理人（土木） 正社員 ◎ 学歴・経験・資格は一切問いません

現場代理人（建築） 正社員 ◎ 学歴・経験・資格は一切問いません

現場作業員（重機オペ
レーター）

正社員 ◎ 学歴・経験・資格は一切問いません

社会福祉法人 ちいさがた福祉会
東御市常田 2-1
0268-64-7200
特別養護老人ホーム　障がい福祉
サービス　

相談・支援指導 正社員
20040-
46698 

（新卒求人）
◎ 障がい福祉サービス事業所 さんらいずホール

介護職 正社員
20040-
44098 

（新卒求人）
◎ 介護老人福祉施設 こころ

介護職 正社員
20040-
47998 

（新卒求人）
◎ 介護老人福祉施設 フォーレスト（学卒求人）

介護職 正社員 20040-
11816391 ◎ 介護老人福祉施設 フォーレスト（一般求人）

看護師 正社員 20040-
11885991 介護老人福祉施設 フォーレスト

株式会社ツルヤ
小諸市御幸町 2-1-20
0267-26-2113
食品スーパーマーケット

販売職 パート 20111-
7323591 ◎ 明るく元気な方、大歓迎です

販売職 正社員 20111-
7338791 ◎ 明るく元気な方、大歓迎です

東海西濃運輸株式会社 上田支店
東御市加沢 1428-1
0572-57-3535
貨物自動車運送事業

小型運転手 中型運転手 正社員 20040-
12176091 ◎ トラックドライバーに興味があるけど免許がない方も安心で

す。「免許取得費用制度」で入社後の取得が可能です

大型（路線）運転手 正社員 20040-
12175191 ◎ 不慣れな方でも安心してください 1 か月～ 2 か月はマンツー

マンでしっかり仕事内容も紹介いたします

事務職員 パート 20040-
12666091 ◎ 輸送に関する業務全般です お客様からのお問い合わせ対応が

主な業務になりますので、明るく元気な方をおまちしています

株式会社長野三洋化成
東御市滋野甲 2305
0268-62-1631
プラスチック製品の製造・販売

提案営業 正社員 20040-
12459491 ◎ お客様とコミュニケーションをとれる方、根気よく事業を進

められる方を募集しています

倉庫管理 正社員 20040-
12460291 ◎ 工場でできた製品をトラックで倉庫へ運搬します。フットワー

クに自信のある方をお待ちしています

製造職 正社員 20040-
12498391 ◎ モノづくりに興味のある方お待ちしています

仕上げ検査 正社員 20040-
12499691 ◎ 部品の組み立てや製品を隅々まで検査を行う仕事です

株式会社ニチイ学館　上田支店
上田市天神 1-8-1
上田駅前ビルパレオ 6 Ｆ
0268-23-6859
訪問介護・障がい支援・通所介護・
居宅介護支援・小規模多機能型居宅
介護・福祉用具貸与・販売など

訪問介護　訪問ヘルパー パート 20040-
12932091 ◎ 自宅から直行して、そのまま直帰できる仕事です。小さなお

子様がいるお母さんも働きやすい職種です
通所介護（ディサービ
ス）介護職員

パート 20040-
1231191 ◎ 未経験者歓迎　無資格の方は働きながら資格取得可能（入社

後、介護初任者研修を実費負担なしで受講できます）

通所介護（ディサービ
ス）運転手

パート 20040-
12935991

あなたの持っている 2 種免許や経験を介護の現場に活かして
みませんか？朝と夕方の仕事なので、日中帯の時間は拘束さ
れません

ケアマネジャー 正社員 20040-
12934691 ◎ 未経験者、ブランクのある方歓迎 先輩ケアマネージャーが慣

れるまでフォローしますので安心して働けます

家事代行スタッフ パート 20040-
12929791 ◎

主婦（主夫）、未経験者大歓迎（介護の資格不要です。）毎日
の家事経験を活かして忙しいお客様に喜んでいただける仕事
です

日信工業株式会社
東御市加沢 801
0268-61-0036
四輪及び二輪向けブレーキ装置並び
にアルミ製品等の開発・製造・販売

ブレーキ製品の組立ラ
インオペレーター

正社員 ◎ 自動車関連機器に興味のある方

国内営業拠点での拡販
及び新規開拓

正社員 20040-
279101 メーカー等で対顧客営業経験のある方

生産設備開発 正社員 主に完成品検査装置の自動制御プログラム開発業務
2 輪ブレーキシステム
の設計業務

正社員 20040-
12414091 自動車関連機器の設計開発経験のある方

アルミサスペンション
製品の設計業務

正社員 20040-
12777791 自動車関連機器の設計開発経験のある方


