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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！）

21 社（令和５年１月 16日現在）参加企業

13：30～ 16：00

令和 5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
入場の際はマスクの着用、検温とアルコール消毒をお願いします。
なお、令和５年２月１日時点の新型コロナウイルス感染状況次第
では、中止とさせて頂く場合もございますので、ご了承ください。

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
アスザック株式会社
株式会社アヅマ
株式会社グローバル警備保障
コトヒラ工業株式会社
株式会社塩沢産業

株式会社信越精密
株式会社信州東御市振興公社
株式会社タイヨーエンジ二ヤ
竹内工業株式会社
株式会社タック
社会福祉法人ちいさがた福祉会
株式会社ツルヤ

株式会社長野三洋化成
株式会社ニチイ学園
株式会社日東ボタン
株式会社馬場音一商店
株式会社ブリジ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
社会福祉法人みまき福祉会

●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

株式会社長野三洋化成
東御市滋野字大星合甲 2305 番地
0268-62-1631
プラスチック製品製造販売

（園芸用品、家庭用品、電線用 PVC コノアウンド）
企業ＰＲ
商品の企画から開発、製造、販売までを全て自社で行っ
ています。
職場内を清潔に保ち、気持ちよく仕事ができる環境づ
くりを図る為、「５Ｓ」の取り組みを行っています。

営業
（県内、隣県エリア、
成型メーカー、機器
製造メーカー、ホー
ムセンター、イオン
始め量販店）

正社員 20040-
12691221 可 量販店、ホームセンターのバイヤー様との打ち合わせ、商品開

発などに興味がある方は大歓迎です。

研究開発 正社員 20040-
12690821

可、
応用化学系

なお可

お客様から要求される製品の物性を満足させる配合設計を行
い、試作し、検査、判定。

生産技術 正社員 20040-
12691221

可、電気、機
械系

なお可

製造設備の修繕、メンテナンス。
新製品の試作、評価。

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

「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、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。
そして、国内事業で培った高品質サービスを海外でも
提供すべく、海外展開も果たしています。
今後においても、国内外に問わず、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。
企業ＰＲ
１つの介護サービスに限らず、自分の進みたい道に合
わせて、さまざまな介護サービスを経験できる環境。
介護のプロへ成長する為の研修や資格制度をご用意。
一人ひとりの「はたらく」に寄り添い、人生を応援す
る為の手厚い福利厚生。
【オンライン相談あり】
教育・人材課「山崎」までご相談ください。

デイサービス
介護職員 パート 可

「介護の仕事に携わりたい！」
ニチイはその思いを大切にし、応援します。
介護の仕事は、人に手をさしのべ、寄り添い、社会を支える仕
事であるとともに、自分自身の笑顔で、人を想う心で、目の前
の人と心を通わせ、その人を笑顔にする仕事でもあります。
いちばんに、やさしさがあればいい。
あたたかさが、あればいい。
人が好き。
人によろこばれることが、いちばんうれしい。
困っている人に、声をかけずにはいられない。
それこそが、介護に必要な人。
私たちの「求める人物像」です。
是非一緒に働きましょう。

デイサービス
生活相談員 正社員 可

訪問介護
介護職員 パート 可

デイサービス
介護職員
令和５年３月卒業予
定者

正社員 可

株式会社日東ボタン
東御市加沢 1409
0268-62-0557
プラスチック製服飾ボタン製造
企業ＰＲ
アパレル向けファッショナブルボタンを企画デザイン
から樹脂原料製造、色柄付け、成型、仕上げを経て完
成品に至るまで一貫生産している国内大手の服飾ボタ
ンメーカーです。

電気設計エンジニア 正社員 20040-
13417321 否 現状実務経験がなくても、電気設計に興味があって電気技術者

を目指して現在学ばれている方も歓迎します。

機械設計エンジニア 正社員 20040-
13416421 否 現状実務経験がなくても、機械設計に興味があってエンジニア

を目指して現在学ばれている方も歓迎します。

企画デザイン 正社員 20040-
13418621 可

ボタンデザイン、試作品の製作～生産工程への移管まで携わり
ます。
物作りに興味のある方を希望します。

株式会社馬場音一商店
東御市滋野 2479-1
0268-62-0435 ／ 090-6946-2385
漬物・惣菜・佃煮の製造卸および販売、健康自然食品
の製造卸および販売、菓子等の製造卸及び販売。
企業ＰＲ
我々は、土産惣菜業界のリーディングカンパニーとし
て全国に向けて製品をつくり、出荷しています。
観光地の至る所で自分の努力を目にすることができる
のが私たちの仕事。
商品ラインナップは土産物ですので、ただのモノ売り
ではなく、旅先での感動、思い出をお客様と共有する「コ
ト売り」という付加価値を大切にしています。
【オンライン相談あり】
総務「秋山」までご相談ください。

食品製造 正社員 20040-
00312131 可 男女問わず活躍しています。

流れ作業になるためチームワークが求められます。

検品・梱包 正社員 20040-
12105621 可 女性が活躍している職場です。

協調性、グループワークを得意とする方大歓迎です。

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
0268-24-3333
ブリヂストン製タイヤ・ホイール・カー用品の販売、
タイヤ交換作業。
企業ＰＲ
タイヤ業界ＮＯ．１を誇るブリヂストンの優れた製品
を販売、また高い技術で交換作業を行い、地域のモー
タリゼーションに貢献している会社です。

（株）伊藤商会・日産プリンス長野販売（株）が、グルー
プ会社にあります。

営業職
（ルートセールス）
令和５年３月卒業予
定者

正社員 可 タイヤ・ホイール・自動車用品をディーラーやオートショップ、
ガソリンスタンドに卸売りをする仕事です。

サービススタッフ
大型車両タイヤ交換 正社員 20040-

11516721 可 大型トラック・バス・建設重機用タイヤの交換作業を行ってい
ただきます。

サービススタッフ
タイヤ館上田 正社員 20040-

11496221 可 普通乗用・商用車のタイヤ交換作業。
店頭での商品説明、商談を行っていただきます。

ベルグアース株式会社　長野農場
東御市新張 688-1
0268-64-4836
野菜苗・花苗生産事業
企業ＰＲ
野菜苗・花苗の製造・販売を行っており、中でも接木
苗の年間生産量は国内トップを誇っています。
ホームセンターから専業農家向けまで、幅広いニーズ
に応える苗を生産しています。

「日本の農業革命を。若者へ夢が語れる農業、生涯現役
で働ける農業を目指して」がベルグアースの想いです。

野菜苗・花苗の栽培
作業

パート
契約社員

20040-
13236221 可

未経験者でも大丈夫です。
経験者ももちろん歓迎します。
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。野菜苗・花苗の栽培

作業・管理業務

正社員
（令和５年

３月卒業
予定者）

社会福祉法人　みまき福祉会
東御市布下 6 番地 1
0268-61-6001
特養老人ホーム、ディサービス等高齢者介護事業。
障がい者事業、健康づくり等総合型福祉事業所です。
企業ＰＲ

「共生、多様性」を大切に住み慣れた地域で安心して暮
らしていける様支援、サポートをする仕事です。

介護職員 フルタイ
ムパート

否 介護福祉士

看護師 パート 20040-
6350021 否 訪問看護業務

求人内容及びハローワークの求人番号は令和５年１月 16 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
技研事業部：製造業治工具設計製作
企業ＰＲ
　東御市滋野にある羽毛田工業団地に本社（ピラミッ
ド社屋）を構えており、現在 28 名在籍しています。
建設業は、公共施設や工場などの配管工事を設計施工
しております。給排水衛生、空調、圧縮機、工場生産
設備等多岐に渡り対応しています。治具製造は汎用と
NC、マシニングを使用し、お客様により良い商品を
提供しております。
【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 20040-

13336621

可
R5 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のご応
募お待ちしています。
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 20040-

13337921

可
R5 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 20040-
13338121

可
R5 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 20040-

13339021

可
R5 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。
CADCAM を利用して製作します。未経験でもやる気がある方、
一緒に勉強しましょう！
まずは工場見学へお越しください。

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
企業ＰＲ
長野県子育て応援企業に登録をしており、また、年間
休日 120 日とプライベートも充実できるよう、ワー
ク・ライフ・インテグレーションを目指しております。
現在、東御市・佐久市・上田市に拠点があり、県内の
他地域への事業拡大予定です。

配車・運行管理 正社員 20040-
13123221 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。

電話対応やメール対応・パソコン操作ができる方優遇致します。

梱包作業 正社員 20040-
12445121 否

管理職候補での募集になります。
木枠梱包・段ボール梱包の設計から製作まで行います。
また、県内への転勤が可能な方優遇致します。

荷役作業 正社員 20040-
12446021 可

フォークリフトの作業となります。
トラックやコンテナから荷物を運び出す作業になります。また、
県内への転勤が可能な方優遇致します。

アスザック株式会社
東信営業所・工場
東御市滋野乙 1304-1
026-245-1000
ファインセラミック製品、コンクリート二次製品、気
象センサ、アルミ鋳物エクステリア製品、乾燥食品の
開発・製造・販売。
企業ＰＲ

「人が好き。自然が好き。」のスローガンに５つの事業
を展開する総合生活基盤企業です。
電子センサーから足元を支えるインフラ材、暮らしを
彩るフリーズドライ食品まで幅広い事業を展開し「他
にはない価値」を提供しています。
コンクリート製品を扱う事業部で、地域の暮らしを足
元から支える仕事をしてみませんか？

コンクリート製品の
製造職 正社員 20130-

03857321 可

インフラ整備に欠かせないコンクリート製品を製造しており、
地域の暮らしを足元から支える仕事です。
ものづくりが好きな方、前向きで学ぶことが好きな方、お待ち
しております。

コンクリート製品の
品質管理 正社員 20130-

03512721 否

コンクリート製品の
ルート営業（新卒の
み）

正社員
（令和５年

３月卒業
予定者）

可

株式会社アヅマ 
東御市和 8655
0268-62-2990
樹脂プラスチック、非鉄金属の精密切削加工、溶接、
溶着、微細加工
企業PR
当社はプラスチックの切削加工を行っています。
多品種、少量生産で、試作品や開発品をメインに製作
しています。
他社では加工不可能な素材や形状もアヅマではお客様
のご希望にお応えします。
私たちと「樹脂切削加工のものづくり」を追及してみ
ませんか？
【オンライン相談あり】
管理部　採用担当「橋本」までご相談ください。

加工技術職 正社員 20040-
00254331 可

当社は１人１製品体制のものづくりをしています。
図面の読み取りから製品完成まで担当しますので、ものづくり
の好きな方はぜひ見学からご来社ください。

品質管理職 正社員 可
製品の寸法測定、外観検査等検査にかかわる業務全般を行いま
す。
多くの測定器で多くの製品の検査を行います。

営業職 正社員 20040-
00276231 可

顧客対応や技術提供を含む営業業務全般。
メインは既存のお客様との対応になります。
見積作成や納品も行います。

一般事務職 正社員 可 営業のアシスタントとして受注伝票処理、図面の手配、製造手
配、顧客対応、梱包出荷作業を行います。

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における車両と
歩行者の安全を確保する仕事です。
高校・大学卒業の方は幹部候補生として実務修了後は
内勤候補として勤務します。
企業ＰＲ
警備業界で大きく成長している企業です。
見せる警備をモットーに警備員の資質の向上に力を入
れ、レベルの高い警備をモットーにしています。
明るく、楽しく、元気よく一緒に汗を流しましょう！
【オンライン相談あり】
採用課「塚田」までご相談ください。

交通誘導員（高卒）
（幹部候補生） 正社員 20040-

51529 可

大きく成長する警備業、活力のある会社で、
業界ナンバー１を目指しています。
令和５年３月卒業予定者

（３年以内の既卒も含む）

交通誘導員（高卒） 正社員 20040-
52429 可

交通誘導員（大卒等）
（幹部候補生） 正社員 20070-

131928 可

交通誘導員（大卒等） 正社員 20070-
132328 可

総合職（大卒等） 正社員 20070-
130128 可

コトヒラ工業株式会社
東御市滋野乙1320
0268-63-0001
■産業用機械（半導体関連装置や工作機械等）の製造
■バスルームパネル等住宅関連資材の製造
■環境衛生機器の企画開発
■金属製品全般の製造
企業ＰＲ
～社員を大切にする会社～
働きやすい職場環境やスキルアップの制度を備え、残
業は少なめ。
有給休暇も取得しやすく、ワークラフバランスに配慮
しています。
資格取得や研修参加等の費用は全額負担するなど、知
識や経験のない方でも安心して働ける環境となってい
ます。
【オンライン相談あり】
総務人事課「北原」までご相談ください。

マシニングオペレー
ター

（金属の切削加工）
正社員 20040-

1224941 可 経験者（学校等での実技経験もＯＫ）は特に優遇いたします。

塗装 正社員 可 安全性の高い粉体塗装を行っています。
キレイに色付けができたときに達成感があります。

生産ラインオペレー
ターおよび仕分け・
梱包

正社員 可 生産ラインで加工される金属製品の材料セット、
検査、運搬、仕分け、梱包等を行います。

設計、生産技術、シ
ステムエンジニア等
の技術系職種

正社員 可 詳しくはお問合せください。

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

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・アスコン製造販売）エネルギー
事業（ガソリンスタンド店舗）フード事業（うどん店）
観光事業（蜂の博物館運営）
企業ＰＲ
私たちが大切にしているキーワードは「環境」と「地
域貢献」です。
創業５０年を超え「To the next stage」をキャッチ
フレーズに創業１００年を目指して取り組みを始めて
います。
私たちと一緒に「次なるステージ」へ向かいましょう。
【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-
00214528 可

経理管理職候補 正社員 20040-
13040021 否

砕石工場スタッフ 正社員 20040-
11592221 可

技術職・工場管理 正社員 20040-
00213228 可

株式会社信越精密
東御市田中 318-8
0268-64-5511
プラスチック成型・金型製作・コード等電子機器部品
の製造～ Ass'y
企業 PR
自動車部品から産業機器用部品まで幅広いお客様に満
足いただけるよう、常に技術の充実と高品質維持を心
がけています

生産管理 正社員 20040-
11456521 否

やる気・元気のある方品質管理 正社員
20040-

12279721
12278021
12277121

可

成形加工オペレー
ター 正社員 20040-

12537521 否

株式会社信州東御市振興公社
東御市和 3875
0268-64-0001
温泉浴場施設の経営・宿泊施設の経営・地ビールの製造、
販売。

宿泊業務 正社員 可
宿泊業務、日帰り温泉施設のフロント業務、調理業務について
求人を予定しております。求人数等詳細につきましては２月ま
でに決定する予定です。

日帰り温泉フロント業務 正社員 可

調理業務 正社員 否

株式会社タイヨーエンジニヤ
東御市滋野乙 1302
0268-62-1700
長野県を代表する総合建設コンサルタントとして、主
に県内の公共事業（社会資本）の測量・調査・設計を行っ
ています。
企業PR
□ 多くの社会資本整備に携わり、豊富な実績を持って

います。
□ 高い技術力により発注者から厚い信頼を頂いており、

多くの表彰を受賞しています。
□ 充実した福利厚生制度により、令和４年 10 月に東

信地区で最初の「ユースエール（厚生労働省）」に認
定・登録しました。

【オンライン相談あり】
総務「横山」までご相談ください。

土木設計業務
( 道路部門） 正社員 20040-

12788021 可 県、市町村が管理する「道路」について調査・設計・点検や、
災害復旧の計画・設計等を行います。

土木設計業務
( 河川・砂防部門） 正社員 20040-

12785621 可 県、市町村が管理する「河川・砂防」について調査・設計・点検や、
災害復旧のための計画・設計等を行います。

土木設計業務
( 橋梁部門） 正社員 20040-

12784321 可 県、市町村が管理する「橋梁」について調査・設計・点検や、
災害復旧のための計画・設計等を行います。

社内システムエンジ
ニア

（土木設計部門）
正社員 20040-

12782521 可 建築・土木分野にかかわるシステム開発及びデータ構築業務を
行います。

竹内工業株式会社
東御市御牧原 2433-1
0268-67-3566
土木工事や建築工事等を行う総合建設業。
企業ＰＲ
北御牧で事業を始めて約５０年、地域密着の健全経営
の会社です。
最近では ICT（情報通信技術）を取り入れるなど常に
新しい事にもチャレンジしています。
社内はアットホームな明るい雰囲気で、約３０名の社
員は互いに協力し合える優しい仲間です。
やりたい仕事にも挑戦でき、個人の意見も社長にしっ
かり届きます。
寮も完備。

現場作業員 正社員 20040-
13320121 可 先輩社員が一緒に作業をしながら指導します。

一緒に頑張りましょう。

建築技術者 正社員 20040-
12311321 否 先輩社員が指導します。

即戦力として一緒に頑張りましょう。

土木技術者 正社員 20040-
12310421 否 先輩社員が指導します。

即戦力として一緒に頑張りましょう。

重機オペレーター 正社員 20040-
12312621 否 先輩社員が指導します。

即戦力として一緒に頑張りましょう。

株式会社タック
東御市滋野乙 1816-3
0268-64-8778
工作機械・切削工具及びメカトロ機器の卸販売。
企業ＰＲ
当社は、東北信地域の製造業者向けに、機械や工具を
販売する専門商社です。
生産財の販売を通じて、地域のものづくりを応援し、
地域社会の発展に貢献できる企業を目指しています。

一般事務職
令和５年３月卒業予
定者

正社員 20040-
223828 可 地域に貢献したい、人と話すことが好きなど熱い思いをもった

方をお待ちしております。

ちいさがた福祉会
東御市常田 2 番地 1
0268-64-7200
高齢者福祉、障がい福祉
企業ＰＲ
法人設立３６年、高齢者福祉及び、障がい者福祉の両
軸で地域に根ざし、利用者一人一人の生活を大切にし
た支援と、ＡＩ等最新機器を用いた科学的支援を志向
しています。
【オンライン相談あり】
フォーレスト「中」までご相談ください。

障がい福祉事業
支援員 正社員 20040-

11157721 可 この地域で共に生きていこう、一緒に幸せになろう。
未経験の方でもそうした想いのある方をお待ちしています。

障がい福祉事業
サービス管理責任者 正社員 否

一人一人のライフプランとそれに沿った適切な支援ができるよ
う、管理業務等をお願いします。
経験ある方厚遇いたします。

介護福祉事業
介護職 正社員 20040-

11023921 可
介護の仕事がはじめての方でも、しっかりとサポートいたしま
す。
資格等の取得も費用負担の補助があり、働きやすい職場です。

株式会社ツルヤ
小諸市御幸町 2-1-20
0267-26-2113
スーパーマーケット
企業ＰＲ
２０２２年、創業１３０周年を迎えたツルヤは今後の
様々な変化に対応し、お客さまのために１０年間のあ
いだに実現していく姿として、企業理念に基づいて「ツ
ルヤ TRY １３０ビジョン」を策定しました。

【１０年後の企業像】
ツルヤはより良い商品とサービスの提供を通じて、「１
店舗当たり年間１００万人のお客さま」の食の幸せに
貢献します。
ツルヤは、このビジョンを全従業員で共有し、お客さ
まのために実践していきます。

販売 正社員 20111-
7849821 可 明るく元気で健康な方、

他人に感謝できる方大募集！

販売 正社員
（大卒等）

20111-2528 可 ２０２３年卒

販売 正社員
（高卒）

20111-4929 可 ２０２３年卒


