平成29年度 厚生労働省 実践型地域雇用創造事業
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13：00～16：00
～昨年度参加者の声～
20代女性（技術職オペレーター）

長野県東御市田中63-4

対

長野県東御市内での就職を希望の方

象

（Uターン、Ｉターン、首都圏在住者の保護者の方も大歓迎！）

参加企業

いろいろな職種の話が聞けて参考にな
りました。面接会の後、会社訪問に伺い
就職が決まりました。未経験の仕事でし
たが、やりがいがあり、充実しています。

29社

●参加企業一覧（50音順） ※平成30年1月5日現在

IPDロジステｨクス株式会社
株式会社アヅマ
株式会社カクイチ製作所
株式会社唐沢農機サービス
木楽ホーム株式会社
株式会社グローバル警備保障 上田支社
コトヒラ工業株式会社
株式会社塩沢産業
シチズンファインデバイス株式会社
株式会社信越精密
株式会社信州東御市振興公社

竹内工業株式会社
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
有限会社テールマウンテン
協同組合長野県中古自動車リサイクルセンター
株式会社長野三洋化成
株式会社長野セルトップ
日信工業株式会社
株式会社ハルディンフレスコ
ヒカリ素材工業株式会社
ベルグアース株式会社 長野農場

株式会社ミツギ
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
株式会社メイクワン
株式会社メカニカル
株式会社LaTerra
医療法人緑風会

今年はハローワーク上田のお仕事相談コーナーがあります！
■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下さい。
■来場時に企業訪問カードの記入をお願いいたします。
＼地域の雇用・求職を支援します！／
主
催
お問合せ

共
後

東御市雇用創造協議会

〒389-0592 長野県東御市県281-2（東御市役所内）

電話：0268-75-4540 FAX：0268-75-4542
HP：tomi-koyo.jp
催 ： 東御市／ハローワーク上田
援 ： 東御市商工会／東御市工業振興会／東御市羽毛田工業団地協議会 Email：info@tomi-koyo.jp

平成30年2月17日（土）
社名

東御市内企業合同就職面接会 参加企業及び求人職種一覧
事業内容

株式会社アヅマ

・樹脂及び非鉄金属の切削加工
・各種試作、小ロット品製造

株式会社カクイチ製作所

プラスチックホース製造業

コトヒラ工業株式会社
シチズンファインデバイス
株式会社
株式会社信越精密
株式会社長野三洋化成

日信工業株式会社

求人職種
営業職
技術職
事務職
技術職
事務職
製造職
倉庫担当
業務職
溶接技術者
マシニングオペレーター
システムエンジニア、プログラマー
設計・生産技術エンジニア

ユニットバスルームパネルの製造、大型五面
加工機による製缶加工、半導体試験装置の
筐体製造、自社開発設計による環境衛生機
器の製造
自動車部品、水晶振動子、水晶発振器及び水
技術・開発職
晶片、映像用電子機器、液晶表示機器、光学
デバイス部品、産業用機械装置
営業職
プラスチック成形技術者
プラスチック成形・金型製造、コード等電子機
金型技術者
器部品製造、各種A'ssy
生産技術・組立管理者
営業職
プラスチック製品の製造販売
製造業
生産技術職
二輪ブレーキ製品の設計・評価業務
サスペンション製品等の設計業務
四輪車及び二輪車向けブレーキ装置
新素材開発
アルミ製品等の開発・製造・販売
原価計算/原価管理

ヒカリ素材工業株式会社

非鉄金属粉末製造

株式会社ミツギ

アルミ合金・チタン合金などの金属切削加工
（航空宇宙関連・自動車用部品の切削加工・
試作・エンジン用部品製造装置の製造等）

株式会社
ミマキエンジニアリング

コンピュータ周辺機器及びソフトウェアの開
発・製造・販売

株式会社メイクワン
株式会社メカニカル

株式会社唐沢農機サービス

株式会社LaTerra

電気技術者
機械設計技術者
製造職
フライス盤及びＮＣ旋盤技術者
ＣＡＤ・ＣＡＭオペレーター
製造(正社員 or 嘱託社員）
機械設計
電気設計
ソフトウェア開発
組み込みソフト開発

クリスタルガラス等への名入れによる記念品
技術者(工学系)
製作(サンドブラスト・ダイレクトプリント・レー
ザー等使用)
液晶パネル製造装置・半導体製造装置・工作
マシ二ングオペレーター
機械等の加工及び組立
農機メンテナンス
農業機械の整備販売、Webサイト製作、コンサ Webマーケッター
ルティング、ECショップ運営、Webサービス運 農業生産
営、農業生産販売
Web営業・ディレクター
Webシステムエンジニア
広告デザイン、Web制作、Webコンテンツコン
サルティング、Webマーケティング

Web制作者
営業
営業
事務及び倉庫作業

IPDロジステｨクス株式会社

運送、倉庫、保税

株式会社
信州東御市振興公社

オラホビール醸造販売、直営レストランの運
営、東御市営及び東京都大田区営の温泉施
設及び宿泊施設の管理運営

木楽ホーム株式会社

建築工事請負（設計・施工・アフター管理）
戸建一般住宅・戸建賃貸住宅・店舗建設

ドライバ－及び倉庫作業
倉庫作業リーダー候補
倉庫作業者（フォ-クリフト運転）
フロント、サービス
ビール製造、ビール営業・販売
調理員
調理補助・清掃
営業
現場管理
インテリアコーディネーター
広報・IT管理

株式会社塩沢産業

建設資材（砕石、生コン、合材）製造販売
燃料販売

竹内工業株式会社

土木（道路、舗装、下水、管、水道工事他）、
建築工事（官工事、民間住宅）

総務・経理
営業職
生コン運転手
砕石受付
土木・建築技術者
重機オペレーター
土木作業員

協同組合長野県中古自動車
自動車解体業（使用済自動車の解体）
現場作業員
リサイクルセンター
株式会社グローバル警備保障 工事現場、イベント会場、商業店舗等の警備
交通誘導警備員
業務
上田支社
チューリップライフ株式会社

警備業 自動車販売・整備・リースレンタル
保険代理店

交通誘導警備員

有限会社テールマウンテン

施設園芸

パートタイム（短期）
パートタイム（常用）

株式会社長野セルトップ

花・野菜の幼苗生産

花・野菜苗の栽培作業

株式会社ハルディンフレスコ

ミニトマト・パプリカの生産・販売

生産技術スタッフ

ベルグアース株式会社
長野農場

栽培作業
野菜苗生産
工程管理
総務庶務
高齢者介護職・障がい者支援員・看
社会福祉事業（高齢者・障がい者・介護支援）
護師
特別養護老人ホーム
介護職員
デイサービス・プール施設等
介護老人保健施設、グループホーム等、法人
介護職員
内での介護業務

社会福祉法人
ちいさがた福祉会
社会福祉法人みまき福祉会
医療法人 緑風会

（業種別50音順）

希望する人材・メッセージ
誰とでもコミュニケーションの取れる方。モノづくりに興味のある方
創造意欲を持って単品加工に挑戦したい方
広い視野で仕事に取り組める方。特別な資格は要りません。
技術系卒業の方
高校卒業以上の方
交替勤務可能な方
材料の入荷、製品の出荷、在庫管理
営業との交渉・デリバリー手配
産業機械向けや製造装置向けの製缶溶接。溶接経験が豊富な有資格者優遇
マシニングセンター等のオペレーションによる製品加工。経験者優遇
社内FAおよびOAシステムの開発業務。経験者優遇
自社製品の開発・設計・試作やOEM製品の生産技術業務。CAD経験者優遇
チャレンジ精神を原動力に小型精密、高精度、高精細の優れた技術を継承してく
れる方
広い視野を持ち、好奇心旺盛でモノづくりに興味のある方
物作りに興味・やる気のある方、経験者優遇
設備・機械保守、組立ての実務管理ができる方
失敗を恐れない精神と忍耐強さを持つ方。経験者優遇
体力に自信のある方希望
機械メンテ・施設修繕等手先が器用な方希望
機械工学、 材料力学の知識又はCATIA V5 (or CAD)での図面作成経験のある方
CATIA V5 での設計業務経験、又は機械工学､材料力学､設計の知識のある方
樹脂/ゴムに代表される高分子材料に対する知識。材料開発経験。工程管理や品
質保証の知識のある方
・企画から実績管理、予算から原価をベースとした予算管理
・システム/プログラム/スキルを兼ね備えた全く新しい戦略的原価企画
少し特異な会社です。もの作りが好きな方、やる気のある方。有資格者大歓迎
やる気のある方。機械操作の好きな方。ものづくりが好きな方。未経験者可。
CAD、ＣＡＭの勉強を修了している方優遇。未経験者可。
業務用大判インクジェットプリンタの製造
商品開発・設計・試作・評価を一貫して担当
デジタル、アナログ回路の設計、要素開発
印刷品質を決めるソフトウェアの開発
IoT、3Dプリンタ等の最先端技術を担当
コンピューターを使用してのデザインや、設計ができる人材を募集します。
ものづくりに興味があり、誠実で協調性のある方
家族を大事にできる文化のある会社です。
その分、求める仕事のクオリティも高い会社です。
一緒に成長できるメンバーを募集しています。
実務経験なしでも大丈夫です。やる気、コミュニケーション能力重視。
デザイナー、コーダー、プログラマー、ディレクター募集中
Ｗｅｂサイト提案から、分析、解析等も一緒にできる方
Ｗｅｂサイト、紙媒体のデザイン、既存・新規営業
顧客に当社の価値・ソリューションを提案し、案件を獲得できる方
パソコン操作が得意であり、倉庫業務もこなせる方
地場の顧客の部品・製品の配送サ-ビス。顧客のラインまで部品を届ける(大型免
許所有者）
顧客部品管理のリーダーとして部下の統率を行える方
フォ-クリフトにより、顧客の部品を移動する。顧客部品の受入、検品作業
若いスタッフが多く、やりがいのある職場です。
高校卒業程度の学力を有する者。経験者優遇。
飛び込み営業ではありません。営業経験をお持ちの方（業種不問）
資格・経験がなくてもご相談下さい。
接客の経験をお持ちの方。（業種不問）
ブランディングを含む広報、PR全般ができる方（未経験の方も相談下さい）
社内でのPC関係の相談役、PCトラブルに対応できる方。
経験者優遇 まじめで明るい方。人事、財務全般
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
まじめで明るい方。体力に自信のある方
電話、来客対応等。明るく前向きな方
土木、建築工事において現場施工管理、竣工書類作成業務（資格保有者希望）
土木工事において、重機運転作業及び土木一般作業に従事
土木工事一般において、各種作業に従事（要作業経験者）
長野県内の自動車ディーラーの出資により設立された事業所です。
人の生命、財産を守るという崇高な使命のもとで、明るく元気に交通誘導等の業
務に就いていただきます。
男女・学歴・経験不問。体力に自信のある方、60代の再スタートを希望されている
方も大歓迎です。
植物好きの方、大歓迎！
一年中植物に囲まれて働きませんか？
サカタのタネグループ会社の一員として花苗・野菜苗の幼苗（セルトップ苗）生産を
行っています。
「植物が好き」「野菜や植物に関わる仕事がしたい」という情熱があれば大歓迎！
変化する苗を見て動きます。コミュニケーションをとりながら一から教えます
お客様のご希望に対応するため販売部門とのやりとりが中心。繁忙時現場応援有
労務管理他フルタイム勤務できる方/経験者希望 繁忙時現場応援有
信頼・連帯・互助の精神で昭和62年より東御市にて、高齢者・障がい者の両輪で
福祉事業を展開しています。介護職・支援員は資格の有無を問いません。
健康で明るく、やる気のある前向きな方募集！新任職員研修、ＯＪＴも充実してい
ます！職員向け認可外保育施設あり。
資格がない方でも指導していきます。やりがいのある業務です。短時間から勤務
可能です。一緒に頑張れる方お待ちしています。

