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東御市内企業
合同就職ガイダンス
東御市内企業
合同就職ガイダンス合同 ガイダンス

■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）

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

20 社（令和３年 12月 28日現在）参加企業

13：30～ 16：00

令和 4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

オンライン相談
参加企業によってはオンラインによる相談会も実施しています。
ご希望の方は企業名 / 事業内容に記載のある担当者へ直接お申し
込みください。

新型コロナウイルス感染予防
入場の際は検温とアルコール消毒をお願いします。なお、令和４年
２月１日時点で新型コロナウイルス長野県警戒レベルが３以上と
なった場合は、大変申し訳ありませんが中止とさせていただきます。

株式会社アイエスパイピング
ＩＰＤロジスティクス株式会社
株式会社アヅマ
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）
社会福祉法人 ちいさがた福祉会

チューリップライフ株式会社
株式会社ツルヤ
東海西濃運輸株式会社 上田支店
株式会社東部通商
株式会社長野三洋化成
株式会社日弘ヒーティング
株式会社ニチイ学館　上田支店

株式会社馬場音一商店
株式会社ブリヂストンタイヤサービス信州
株式会社御牧
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

●参加企業一覧（50音順）
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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６Ｆ
0268-23-6859

「社業の発展を通して豊かな人間生
活の向上に貢献する」を経営理念と
し、医療・介護・保育など、人々の
生活にかか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、総合生活支援企業として多角的
な事業展開を行っています。

【オンライン相談あり】
教育人材係「山崎」までご相談くだ
さい。

介護職員
（通所介護） パート 20040-

117116211 可
ニチイケアセンターとうみはご利用者様の多い活気あふ
れたセンターです！一緒にニチイケアセンターを盛り上
げて下さる人材を希望します♪

サービス提供責任者
（訪問介護） 正社員 20040-

1172311 可 スキルアップを目指す方！やる気のある方であれば経験
は問いません。一緒に在宅生活を支えましょう！

介護職員
（通所介護） パート 20040-

09963911 可
ニチイケアセンターとうみはご利用者様の多い活気あふ
れたセンターです！一緒にニチイケアセンターを盛り上
げてくださる人材を希望します♪

介護職員
（訪問介護） パート 申請中 可 子育て中の方や、家庭の都合に合わせた働き方が可能で

す！ W ワークの方も多数活躍中です！

株式会社馬場音一商店
東御市滋野乙 2479- １
0268-62-0435
漬物・惣菜・佃煮、健康自然食品、
菓子等の製造卸及び販売

梱包・出荷 正社員 20040-
10074311 可 女性が多い職場です。９：00 ～ 14：00 勤務など短時

間勤務をご希望の方もお気軽にご相談ください！

製造 正社員 20040-
10058611 可 10 キロほどの荷物を運ぶこともあります。女性も活躍

しておりますので、お気軽にご相談ください！

株式会社ブリヂストン
タイヤサービス信州
上田市中央２- ８-11 伊藤ビル３F
0268-23-6323
普通車及び大型トラック・バス・建
設重機のタイヤ販売、並びにタイヤ
の組替。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
（タイヤ交換） パート他 20040-

11239611 可 自動車関連に興味のある方、体力に自信のある方。
長期勤務で正社員登用もあります。

ルートセールス
（営業職） 正社員 令和５年３月卒業予定者

株式会社御牧
東御市県 291-2
0268-62-3222
宴会サービス、葬祭業務

ホールスタッフ 
宴会、葬祭のサービ
ス

正社員

可
R4 年 3
月卒業予
定者

人と接することが好きで向上心があり、未知の分野に関
心を持ち挑める人。

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、販売

【オンライン相談あり】
人事部採用グループ「山﨑」までご
相談ください。

製造 正社員 20040-
8090611 可

当社のメイン機器となる「産業用大型インクジェットプ
リンタ」「カッティングプロッタ」の組み立て、検査等の
製造業務です。基本時間 8:20 ～ 17:20。繁忙期は夜
勤の可能性があります。

金属加工 正社員 20040-
10484511 可

金属部品の加工業務、ＮＣ旋盤、機械プレス加工、塗装 
など。
基本時間 8:20 ～ 17:20。繁忙期は夜勤の可能性があ
ります。

社会福祉法人みまき福祉会
東御市布下６- １
0268-61-6001
特別養護老人ホーム、デイサービス
等の介護保険事業。障がい者就労支
援事業（ユニバーサルワークセン
ター）、健康づくり等総合型福祉事
業所です。

看護師
（訪問看護師） パート 20040-

11740511 否 住み慣れたご自宅で安心して過ごせる様サポート、看護
するお仕事です。

介護職員
（介護福祉士）

フルタイ
ムパート

20040-
11741411 否 明るい職場で一緒に働きませんか。

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、ガス関連商材の販売

高圧ガス製造 正社員 20040-
10957211 可

工夫やアイディアを出す人を尊重し、新しいチャレンジ
を応援します。ともに成長していきましょう。

総合職 正社員 可

求人内容及びハローワークの求人番号は令和 3 年 12 月 22 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

株式会社アイエスパイピング
東御市滋野乙 1363- ８
0268-62-0636
設備事業部：建設業管工事業
主に公共施設・各小中学校、工場な
どの各種配管工事を施工していま
す。
技研事業部：製造業治工具設計製作
精密機械の部品や機械治具などのフ
ライス・旋盤・研磨加工をしていま
す。

【オンライン相談あり】
設備事業部「寺島」までご相談くだ
さい。

建設業管工事
　・配管工 正社員

可
R ４年３
月卒業見
込みの方

ものを作ることが好きな方、気持ちよく挨拶ができる方。
以上の二点があれば大丈夫です。
主に現場仕事（外や工場内）になります。先輩について配
管業務を学んでいきます。

建設業管工事
・メンテナンス管理 正社員

可
R ４年３
月卒業見
込みの方

ものを作ることが好きな方、気持ちよく挨拶ができる方。
公共施設等の保守点検管理業務になります。現場作業と並
行しスケジュール管理・点検結果等の資料作成業務などが
あります。

製造業治工具製作
・フライス加工
・旋盤加工

正社員

可
R ４年３
月卒業見
込みの方

ものを作ることが好きな方、気持ちよく挨拶ができる方。
図面をみて立体でものをとらえることがカギになります。
主にフライスまたは旋盤加工業務になります。まずはどの
ような雰囲気か工場見学へ来てください。

製造業治工具製作
・マシニングセン
ター

正社員

可
R ４年３
月卒業見
込みの方

ものを作ることが好きな方、気持ちよく挨拶ができる方。
図面から立体でものをとらえることがカギになります。ま
ずはどのような雰囲気か工場見学へ来てください。

ＩＰＤロジスティクス株式会社
東御市加沢 88-12
0268-63-1151
運送業、倉庫業

マテハン機器を使用
しての倉庫内作業

（東御市）
正社員 20040-

9123711 可 仕事に前向きでチャレンジ精神を持った方を待ってます。
また、フォークリフトの資格があれば優遇いたします。

マテハン機器を使用
しての倉庫内作業

（佐久市）
正社員 20040-

10215211 可 仕事に前向きでチャレンジ精神を持った方を待ってます。
また、フォークリフトの資格があれば優遇いたします。

貿易関連業務の事務
作業他 正社員 20040-

1049911 可 貿易関連業務の事務兼作業を行います。
フォークリフトの資格があれば優遇いたします。

マテハン機器を使用
しての倉庫内作業

（佐久市）
パート 20040-

10217411 可 勤務時間は要相談（９時～ 17 時の４時間以上）
仕事に前向きでチャレンジ精神を持った方を待ってます。

株式会社アヅマ
東御市和 8655
0268-62-2990
プラスチック及び非鉄金属、セラ
ミックの加工

【オンライン相談あり】
管理部「清水」までご相談ください。

機械加工技術者
（フライス・マシニ
ング等）

正社員 可 当社は一人１製品のものづくり体制です。
未経験者でも先輩社員がサポートを行います。

軽作業者 正社員
パート 可 製品のバリ取り、機械のセット交換などの軽作業です。

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
工事現場、建築現場又はイベント会
場駐車場における車両と歩行者の安
全を確保する仕事です。

【オンライン相談あり】
本社採用課「塚田」までご相談ください。

交通誘導警備員
駐車場警備員 正社員 20040-

11065811 可

18 歳以上であれば年齢は問いません。
明るく元気な方お待ちしています。

交通誘導警備員
（経験者） 正社員 20040-

11068411 否

株式会社塩沢産業
東御市加沢 430- ２
0268-63-6155
建材事業（砕石・生コン・アスコン）・
エネルギー事業（ガソリンスタンド
経営）・フード事業（うどん天国）

【オンライン相談あり】
管理本部「阿部」までご相談ください。

営業 正社員 20040-
11557511 可

やりがいのある営業のお仕事
建設現場や法人への営業
まずはルート営業から

砕石工場スタッフ 正社員
パート

20040-
10186211 可

やる気があれば未経験者でも OK ！
経験者優遇
資格取得にチャレンジ（車両系）

SS スタッフ 正社員
パート

20040-
11701011 可

未経験者歓迎・経験者優遇
資格取得にチャレンジ（危険物）
店長・副店長候補も同時募集

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
介護事業（食事・入浴・排泄等の介助他）

介護スタッフ 正社員 20040-
11246611 否 基本的に資格をお持ちの方が対象です。優しく、人の気

持ちがわかる、思いやりのある人材を希望します。

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

社会福祉法人ちいさがた福祉会
東御市常田２- １
0268-64-7201
高齢者福祉事業（介護老人福祉施設、
小規模多機能型居宅介護事業等）、
障がい者福祉事業（生活介護事業、
就労継続支援事業等）

ケアワーカー 嘱託職員 20040-
12049711 可 地域とつながり成長できる仕事です。安心して長く働け

る環境づくりに力を入れています。

チューリップライフ株式会社
警備事業部東信営業所
東御市鞍掛上河原 83- １
080-6519-7370
交通誘導警備、イベント警備

交通誘導警備員 契約社員 20040-
8038211 可 年間を通じて安定的に仕事があります。

長期で働きたい方歓迎！パートも可能です。

交通誘導警備員
（60 歳以上の方） 契約社員 20040-

8039511 可 高齢者の方の応募歓迎します。まだまだ活躍できます。
60 代の仲間がたくさんいますよ！

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 可 明るく、コミュニケーション力がある人物であれば未経
験者でも大歓迎です。

東海西濃運輸株式会社 上田支店
東御市加沢 1428- １
0572-57-3535
トラック輸送を中心とした総合的な
物流サービスを展開しています。

「お客様からお預かりした大切な商
品を運ぶ」というたった一つの事を
様々な輸送方法と多くの部署の仲間
と連携することでお客様にサービス
を提供しています。

事務職員 正社員 20040-
10932511 可 輸送に係る業務全般になります。デスクワークだけでな

く接客業など営業や管理面でのお仕事になります。

夜間の幹線輸送大型
トラックドライバー 正社員 20040-

10933411 否 集配ドライバーが集荷した商品を上田支店を起点にセイ
ノーグループのターミナル間を幹線輸送するお仕事です。

２t、４t トラック
集配ドライバー パート 可

東信地域の担当するエリアのお客様の商品を２t、４t ト
ラックで配達・集荷を行うお仕事です。就業時間等はご
相談ください。

夜間プラットホーム
商品仕分けスタッフ パート 20040-

11457111 可
深夜から早朝にかけ、上田支店に集まる全国からの商品
を地域（市町村）ごとに仕分ける作業と職場安全のため
に整理整頓を行うお仕事です

物流事務職員 パート 可 輸送に係る業務全般になります。デスクワークだけでな
く接客業など営業や管理面でのお仕事になります。

株式会社東部通商
東御市田中 450-31
0267-51-3555
一般貨物運送事業、倉庫業、検査業、
自動車整備業

運転手 正社員 20110-
05988111 可 求める人材

・挨拶ができる人
・素直な人
・真面目な人
・よく笑う人・切り替え上手な人・コツコツ作業できる人
・自分らしさを見つけたい人
・自分の才能を生かしたい人
・世話好きな人
・想像力豊かな人
上記のどれか一つでも当てはまればご応募ください。

荷役作業員 正社員 20110-
05989711 可

自動車整備士 正社員 20110-
05018911 可

検査業務
（兼事務） パート 20110-

04775711 可

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

【オンライン相談あり】
総務部「小河原」までご相談ください。

営業職 正社員 20040-
8393411

可
（経験者
尚可）

大手量販店、ホームセンターのバイヤーさんとの商談。
工業用品課は客先からの図面を基に見積もり、商談。

工程管理 正社員 20040-
8427611

可
（経験者
尚可）

受注、生産指示、出荷指示までを PC で操作します。

製造 正社員 20040-
8392511 可 精算指示書に基づき機械を操作します。

研究開発 正社員 20040-
9016411

応用化
学 配合設計、品質分析等を PC を使用して操作します。

株式会社日弘ヒーティング
東御市鞍掛 537- ４
080-8298-3166
冷暖房・空調設備の設置・施工・メ
ンテナンス業務

現場施工管理 正社員 否 新築現場を中心に施工管理業務をして頂きます。年間休
日 114 日、６期連続増収増益の安定した企業です。


