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各企業は 3部いずれかに参加します 

  

〔1部〕 10:00～12:00 (24社) 

〔2部〕12:30～14:30 （26社） 

〔3部〕15:00～17:00 （21社） 

71 社参加 

  

各企業 1分間 PRタイム＋ブレイクアウトルームで個別企業説明×3回を行います。 
   

00：00～00：35   （全体） 開会・1社 1分間のＰＲタイム（名簿順） 

00：35～01：00   （個別）説明① 1社 1ブレイクアウトルーム〈25分間〉 

01：00～01：05      休憩〈5分間〉 

01：05～01：30   （個別）説明② 1社 1ブレイクアウトルーム〈25分間〉 

01：30～01：35      休憩〈5分間〉 

01：35～02：00   （個別）説明③ 1社 1ブレイクアウトルーム〈25分間〉 

各部（2時間）の共通スケジュール 

  

事前お申し込みをいただければ、Zoomのミーティング IDとパスワード、 

詳細版の企業一覧をメールにてご案内します。 

学生の皆さんへ 

ユースエール企業：若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企

業を若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が認定 

若者応援宣言ふるさと企業：若者の採用・育成に積極的で、長野労働局の示す一定の労務管理

等の基準を満たし、通常より詳細な企業情報・採用情報を公表している長野県内の中小企業 



参加企業一覧  （R4.2.25現在） 

〔1部〕１０：００～１２：００  （24社） 
  

No. 事業所情報 (事業所名／所在地／電話／ＨＰ／担当／動画／業種／会社概要) 

01 （株）ニシザワ 伊那市日影 435-1 0265-76-1087 

https://www.nishizawa.co.jp 人事総務部 人事課 

小売業 ／ 上伊那地区を中心に食料品、衣料品、生活雑貨の販売などを行っています。TSUTAYA、BOOKOFF、 
焼肉屋さかい等の店舗運営も行っており、地域の皆様の生活をより豊かにする為に仕事をしています。 

02 サン工業（株） 伊那市西箕輪 2148-186 0265-78-2511 

https://www.sun-kk.co.jp/ 総務人事課 人事採用担当 

製造業 ／ 金属表面処理加工・めっき加工を行う会社です。自動車部品・次世代燃料電池・医療用ロボッ 
ト・ゴルフシャフトなど幅広い分野に対して、様々な表面処理をしております。ほとんどが当社にしかでき 
ない Only One の技術です。 

03 伊那バス（株） 伊那市西町 5208 番地 0265-72-5111 

https://www.ibgr.jp/ 総務部  

運輸業 ／ 伊那バスは、１９１９年の創業以来１００年以上にわたり地域の発展につくす公共性に徹したバス事業を行ってまい
りました。これからも安全確実な質の高い輸送サービスを提供し、皆様に愛されるバス会社を目指します。事業内容は、高速バス、
路線バス、貸切バスのバス事業の他、ＯＡ機器を販売するＯＡ事業、夏秋いちごを栽培するアグリ事業をおこなっております。 

04 天竜精機（株） 駒ケ根市東伊那 5650 0265-82-5111 

www.tenryuseiki.com 総務部  

製造業 ／ コネクタ関連・電池関連自動機、その他実装関連設備の開発・設計・製造に関する事業 

05 （株）キョウデン 箕輪町大字三日町 482-1 0265-79-0012 

https://www.kyoden.co.jp/recruit/ 人事課  

製造業 ／ 箕輪町に本社を構え、創業 43 年を迎えた東証 2 部上場企業です。キョウデンが提供するプリント基 
板は、スマート家電をはじめ、航空宇宙、医療、産業機器分野で欠くことの出来ない電子部品であり、未来を創 
造していきます。 

06 （株）南信精機製作所 飯島町七久保 815 0265-86-3215 

http://www.nanshinss.co.jp 総務課  

製造業 ／ 当社は自動車・スマートホン・家電・情報機器等の重要部品を製造している会社で、素材仕入から 
完成部品販売までの一貫生産体制を整え、ベトナム・中国と海外事業も含め幅広い業務を行っているグローバル 
企業です。 

07 （社）しなのさわやか福祉会 宮田村 4804-1 0265-84-1311 

http://s-sawayaka.or.jp 法人本部   

高齢者の介護保険事業 ／ １つの拠点施設に、泊まるサービスからデイケア・訪問までを展開し、多くのケア 
が学べ、“働く職員”の生活にも寄り添い、働き方改革に努め長野県の認証制度「アドバンスプラス」・「信州ふ 
くにん」が認証されています。 

08 伊那自動車教習所グループ 伊那市美篶 9623-2 0265-72-6191 

https://www.ijk.jp/ グループ総務部  

教育・サービス業 ／ 伊那自動車教習所と駒ヶ根自動車学校はグループ企業です。当グループは自動車の普及、発達とともに半世
紀以上に亘り数多くのドライバーを育成して参りました。年間の卒業生数は県下最多を誇り、県外からの教習生も訪れる全国でも有
数の自動車学校です。また、交通安全センターとして高齢者講習・安全運転講習にも力を注ぎ、様々な方へ安全と安心を提供してい
ます。 

09 宮下建設（株） 伊那市上牧 6474 0265-72-3191 

https://miyashita-kensetsu.jp/ 総務部 採用担当  

建設業 ／ 創業百余年 「伝統が培う技術と信頼」を掲げ 上伊那地域に根ざす 
総合建設業です 

10 （株）北川製菓 駒ヶ根市赤穂 14-329 0265-83-1810 

https://www.kitagawa-seika.co.jp/ 人事総務部  

製造業 ／ 私達は、国際的な食品安全規格「FSSC 22000」を取得し、美味しくて安全なドーナツ作りをしてい 
ます。最近ではナポリ発祥のゼッポリーネなど、新商品やスイーツ以外の開発も行っており、常に新しいことに 
挑戦しています。 
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No. 事業所情報 (事業所名／所在地／電話／ＨＰ／担当／動画／業種／会社概要) 

11 （株）ナンシン 飯島町飯島 739 0265-86-3175 

https://www.nanshin.com/ 管理グループ教育担当  

製造業 ／ 社員数約 135 人。飯島町、駒ヶ根市、山形県新庄市の 3 拠点あります。駒ヶ根工場では、医療機器器具の組立、本社・
山形営業所では、1mm 以下の超極細金属製パイプを製造、半導体メーカーに納めています。 

12 （社）平成会 塩尻市宗賀 1298 番地 92 0263-51-6610 

http://www.heisei-kai.jp/ 人事部 人事企画課 

福祉 ／ 長野県中南信地域において高齢者福祉事業を行っており、現在２３事業所を構え、約７５０名の職員 
が在籍している大規模な（社）です。 

13 （社）高遠さくら福祉会 伊那市高遠町勝間 220 0265-94-1181 

https://sakura-v.or.jp 採用担当  

高齢者介護 ／ 利用者様の生活全般のお手伝いをしています。大切にしているのは「お一人おひとりが安心し 
て暮らせる環境を作る」ということ。職種を超えて相談し協力できる法人です。20 代の若い職員も多く活躍して 
います。 

14 （株）伸光製作所 箕輪町中箕輪 12238 0265-79-1301 

https://www.shinkoss.co.jp/ 総務部採用担当 

製造業 ／ 伸光製作所はプリント配線板（電子回路基板）の開発・設計から製造までを手掛け、お客様に高品 
質な製品を供給することで、世界の産業の発展に貢献しています。従業員の安全を最優先に、環境保全活動や地 
域コミュニケーションを積極的に行い、お客様の信頼と共に、安全・法令・環境・品質・価格の全てにおいて、 
社会から必要とされる企業を目指しています。 

15 トヨセット（株）駒ヶ根工場 駒ヶ根市赤穂 14701 番 1 0265-82-8620 

http://www.toyoset.co.jp 生産管理課  

製造業 ／私達が製造した商品は、日本全国の企業様・官庁・学校等で幅広く使用されています。ポストコロナの時代となり、働き
方も見直される中で時代に合った商品開発を進めています。 

16 （株）マコメ研究所 箕輪町大字中箕輪 10800‐11 0265-79-8154 

https://www.macome.co.jp/ 総務経理部 

製造業 ／ 目に見えない磁気の強弱に反応するセンサーやスイッチなどを一貫生産するメーカーです。独自技術で生まれた製品
は、産業界を始め物流、船舶、鉄道車両、モータースポーツなど幅広い分野で活躍しています。 

17 トヨタユーグループ 長野市南石堂町 1326-1 026-264-5060 

https://www.toyota-ugroup.com/ugroup/ 人事部採用教育課  

卸売業 ／大正 13 年より車の販売を始め、トヨタ車の販売は昭和 13 年から。親切と思いやりに基づいて人と人、人とクルマのあり
方を常に考え、お客様の多様なニーズにお応えするために先進技術をとりいれ、常に先進のカーディーラー を目指して参りました。 

18 （株）メガネのナガタ 諏訪市大字四賀 2323 0266-58-1800 

http://www.oo-nagata.co.jp/ 管理部  

小売販売業 ／ 創業１４１周年、長野県店舗数 No.１のメガネのナガタです。お客様の眼や耳の健康に関わる仕事です。笑顔の素
敵な社員を募集しています。 

19 中央アルプス観光（株） 駒ヶ根市赤穂 759-489 0265-83-3107 

https://www.chuo-alps.com/ 総務本部  

普通索道事業、旅館業、飲食業、小売業他 ／ 我が国初の山岳ロープウェイである中央アルプス駒ヶ岳ロープ 
ウェイを基幹事業として、各種事業を展開する名古屋鉄道グループの企業です。 

20 （株）高見澤 長野市緑町 1605-14 高見澤ダイヤモンドビル 7F      

https://www.kk-takamisawa.co.jp/ 026-228-0111 

 総務部 総務人事課  

総合商社 ／ 建設関連事業、カーライフ関連事業、住宅生活関連事業の 10 業種を営む多角化総合企業 

21 （株）ツルヤ 小諸市御幸町 2-1-20 0267-26-2113 

http://www.tsuruya-corp.co.jp/ 労務採用担当  

小売業 ／ より豊かな食生活の創造を願うツルヤでは、優れた商品の提供とお客さまとのフレンドリーなサービスの提供を心が
けている食品スーパーマーケットです。 
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22 ＫＯＡ（株） 箕輪町中箕輪 14016 0265-70-7177 

https://www.koaglobal.com/recruit/index.html 人事教育センター 新卒採用担当 

製造業 ／ 各種電子部品の開発・製造・販売。抵抗器売上国内第 1 位！世界トップクラス！ 当社の主力製品で 
ある抵抗器はスマホ、家電、自動車、更には人工衛星にも使われ私達の生活を陰から支えています。 

23 アルプス中央信用金庫 伊那市荒井 3438 番地 1 0265-72-4171 

http://www.alupuschuo-shinkin.jp 人事部 人事課採用担当  

金融業 ／ DX（デジタルトランスフォーメーション）を積極的に推進するとともに、コロナ禍で甚大な影響を受 
けた地域経済の力強い回復に向けて「face to face」でお客様と真摯に向き合い、全力を挙げて支援を強化してい 
きます。 

24 伸和コントロールズ（株）長野事業所 伊那市美篶 7975番 1 アルプス伊那工場 

https://www.shinwa-cont.com/ 0265-98-0573 採用担当 

製造業 ／ 精密温調装置、超高純度空気供給システム、ドライエア供給装置、真空チャンバー、ソレノイドバル 
ブ、モーターバルブ、マイクロバルブの開発、設計、製造、販売およびサービス 

 

〔2部〕 12:30～14:30  （26社） 
  

No. 事業所情報 (事業所名／所在地／電話／ＨＰ／担当／動画／業種／会社概要) 

01 （株）北澤電機製作所   駒ヶ根市赤穂 497-122 0265-82-3164 

https://www.kitazawadenki.co.jp/ 総務部 採用担当  

製造業 ／ 「一般には無名ですが、業界では有名です。」（株）北澤電機製作所は、創業以来船舶用電機機器・ 
部品をはじめ、一般産業、鉄道・建設車両など幅広い分野へ一気通貫の製造体制で高品質なカスタム品を提供し 
続けています。 

02 大明化学工業（株）   南箕輪村 3685-2 0265-72-4151 

https://www.taimei-chem.co.jp/index.html 総務人事部  

製造業 ／ 浄水剤「ポリ塩化アルミニウム」他アルミニウム化合物を中心とした無機化学工業薬品・ファイン 
セラミックス製品用高純度アルミナ紛体・先端加工工具用研磨剤関連製品等の開発・製造・販売及び化粧品（天使 
の美肌水シリーズ）の開発・製造・販売 

03 三洋グラビア（株）   伊那市西箕輪 2415 0265-72-1511 

https://sanyo-gravure.jp/ 経営企画室 

製造業 ／ 主に食品を内容物とする、フィルムパッケージの企画製造しています。食品のサプライチェーンの 
一翼を担う企業として安心安全なパッケージを当たり前に提供し続けるために課題解決や品質向上に取り組んで 
います。 

04 窪田建設（株）   駒ヶ根市東町 9-22 0265-82-3201 

http://kubocon.co.jp/ 総務部 

総合建設業／駒ヶ根市に拠点を構え、南信地方を中心に建築工事、土木工事を請け負う総合建設業者です。 

05 （株）ハーモ   南箕輪村 4124-1 0265-72-0111 

https://harmo-net.co.jp/ 人事課  

製造業 ／ 産業用ロボットおよびプラスチック成形機の周辺合理化機器の開発・製造・販売 

06 伊那商工会議所   伊那市中央 4605-8 0265-72-7000 

https://www.inacci.or.jp/ 総務振興課  

経済団体 ／ 伊那商工会議所は街の経営パートナーです！経営相談、補助金等の申請支援、セミナーの開催、各種検定試験の実
施、地域活性化事業などを通じて、会員企業や地域の方々と関わり、地域経済が元気になるお手伝いをしています。 

07 （株）マルニシ   岡谷市田中町 3 丁目 4 番 21 号 0266-22-5024 

http://www.024.co.jp/index.html 総務部  

  

卸売業 ／ 生活上でなくてはならない、水やガスといったインフラを支える配管。ものづくりに欠かすことのできない産業用ロボ
ットや鉄鋼。それらを幅広く扱うのが、マルニシという会社です。地域に根ざした経営を続け、岡谷にある本社を中心に、長野店、
松本店、上田店、伊那店、飯田店と 6 つの拠点を構えています。数千に及ぶお客様との取引があり、長野県全域にネットワークが広
がっています。この地で生きる人々、産業を支えること。それこそが、マルニシの使命です。 

 

1 部-3 

2 部-1 



No. 事業所情報 (事業所名／所在地／電話／ＨＰ／担当／動画／業種／会社概要) 

08 ニッパツフレックス（株）   伊那市西箕輪 2445-5 0265-76-3280 

https://www.nhkflex-co-ltd.co.jp/ 業務部管理課  

製造業 ／ 自動車用部品（コントロールケーブル・トルクコンバータ用ばね）及び一般産業部品の設計製造販売 

09 （株）テセック   箕輪町大字中箕輪 16346 042-566-1112 

http://www.tesec.co.jp/ 総務人事部 人事 G 採用担当 

製造業 ／ 社是は ENJOY！ 世界の半導体製造を支えるオンリーワンの検査装置メーカーです！当社の事業内容 
は半導体検査装置であるテスタ、ハンドラおよびパーツ等(保守部品、コンバージョンキット)の開発・製造・販売 
ならびにアフターサービス。確かな品質の製品を世に送り出すために欠かせない検査装置を作る当社は、まさに 
縁の下の力持ちです。 

10 日本連合警備（株）   
(本社)松本市野溝木工 2-7-15  0263-25-7200 

(伊那営業所)伊那市中央 4991 0265-78-6161 

http://www.jsu-nagano.co.jp/ 総務部総務課  

警備業 ／ 創業 50 年。長野県で一番最初に認定されたセキュリティ会社です。(長野県公安委員会第 1 号)①システムを活用して
建物を守ります。②スーパー・百貨店等の売上金管理、ATM 総合管理等キャッシュサービスを行っています。 

11 社会保険労務士法人田畑事務所   伊那市狐島 4075-1 0265-78-3658 

http://www.sr-tabata.jp/ 副所長  

社会保険労務士事務所 ／ 企業やそこで働く人達が抱える問題に対し、法律や保険制度の知識・経験をもとに、改善解決をサポー
トする『社会保険労務士』。資格取得を目指しながら、人や社会に対する貢献と自らの成長を実感できる職場です。 

12 （株）信州ウェイスト   伊那市西春近 5806 番地 0265-71-3588 

https://shinshu-wasteco.com/ 採用担当  

廃棄物処理業 ／ 【究極のサービス業】主に上伊那地域から出る廃棄物の運搬と処理を行っています。企業様から出る産業廃棄
物、一般のご家庭から出る一般廃棄物、どちらも取り扱っております。多くの若者の力を借りたい成長企業です。 

13 （株）グレース   伊那市東春近 207 0265-76-2080 

https://grace-ja.com/ 総務課採用担当 

冠婚葬祭、飲食業、小売業 ／ ご葬儀やご法事を執り行う「葬祭事業」と合わせて、レストラン、多目的施設、 
キッチンカーなどを運営する「飲食事業」、各種パーティーや婚礼貸衣装などを行う「婚礼事業」、コンビニの運営 
などの「小売業」、JA グループの一員として多彩な事業を展開しています。 

14 ナパック（株）   駒ヶ根市赤穂 14-1823 0265-82-5266 

https://www.napac.co.jp/ 管理部 総務課 採用担当 

製造業 ／ 金属粉末を原材料にする「粉末冶金（ふんまつやきん）」という県内唯一の技術で、精密金属製品や 
希土類ボンド磁石製品の製造販売を行っています。当社製品は自動車・産業機器・家電・光学等に幅広く活躍し、 
人々の暮らしを支えています。 

15 （株）大成   飯島町田切 1212-400 0265-86-5111 

https://www.saura-kobo.co.jp 総務部  

製造業・サービス業 ／ 馬肉の専門企業として馬刺しを中心とした馬肉の製造加工卸を行っています。又観光ドライブインをお肉

料理の専門店として運営しています。 

16 （株）サンポー   駒ヶ根市赤穂 1298-2 0265-83-1172 

https://www.sanpoo.co.jp/ リクルート担当  

不動産業 ／ 1969 年 4 月 25 日に長野県駒ヶ根市でスタート。現在は 5 事業を展開し、長野県中南信エリアを基盤とした不動産会
社です。社員ひとりひとりの「人間力」を大切にし、社員の夢や目標を全力で応援しています。 

17 ルビコンエンジニアリング（株） 伊那市福島 488 0265-73-8111 

https://www.rubycon-engineering.co.jp/ 総務部総務課 採用担当 

産業用機械設備製造業 ／ ルビコンエンジニアリングは、コンデンサ製造用自動設備をはじめ、電子部品、医療機器、情報通信機
器、自動車部品等の製造装置や各種自動省力機器を製造しています。手がける製品ほぼすべてが、製品ジャンルごとに単一のお客様
向けに特化したものです。各々の業界をリーディングカンパニーとして牽引するお客様のニーズを具現化し、そのビジネスを支援す
るのが私たちの使命です。これを果たすため、1963 年（昭和 38 年）の創業以来当社は、創意、誠意、熱意の「３意主義」を基本理
念としてきました。すなわち、不可能を可能にするための創意、アフターフォローまで綿密にケアする誠意、そして自らを理想へと
導きさらにその上を目指す熱意です。 

18 （株）国興   諏訪市中洲 4600 0266-52-2457 

http://www.kokko.co.jp/ 人事総務部  

卸売業 ／ 工作機械から電子部品まで工場内で必要な設備や資材のほとんどが調達できる専門商社です。最適な生産システムの
ために踏み込んだ提案をし信頼関係を得て、お客様と共に成長しながらものづくりを進めています。 
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No. 事業所情報 (事業所名／所在地／電話／ＨＰ／担当／動画／業種／会社概要) 

19 北山ラベス（株）   伊那市荒井 3052-1 0265-78-8115 

 総務部 

医療､サービス業､製造業／日清製粉グループである当社は、診断薬原料の抗体等、細胞レベルから生体レベルの分野でバイオ事業を
展開し、ライフサイエンスや人々の健康で豊かな生活づくりに貢献しています。 

20 （社）上伊那福祉協会   伊那市美篶 7164-1 番地 0265-77-0350 

http://kamifuku.jp/ 人事グループ採用担当 

福祉（高齢・障害） ／ 上伊那郡内で高齢者施設１０施設、障害者支援施設を１施設運営しています。上伊那の 
地域福祉の拠点としての役割を担い、入居される方も、働く職員も、すべての人が安心できる生活の実現に向けて、 
法人として取り組んでいます！ 

21 （株）平安   飯田市上郷飯沼 1656-1 0265-22-1465 

https://www.heiannagano.jp 総務・人事部採用担当 

冠婚葬祭互助会業 ／ 県中南信エリアで互助会という会員システムを販売し、結婚式やご葬儀の提案、サポートを行っている企業
です。弊社では経営理念に則り、事業を通じて人と人とのつながりの大切さを再認識し、感謝と思いやりのある笑顔あふれた心豊か
な社会になるように尽力しています。 

22 （社）サン・ビジョン   
塩尻市大門八番町 9-10 グレイスフル塩尻  

長野エリア事務部 0263-51-6216 

https://sun-vision.or.jp/ 長野エリア人事部長 

福祉事業 ／ 愛知・岐阜・長野で 38 施設 154 事業所を展開して、地域福祉に取り組んでいます。自分らしさを 
活かし、人の役に立つ仕事として就業いただく方が多い業界で福祉は成長産業の一つです。就業される学生の 7 割 
近くは福祉経験がなく、研修・スキルアップの仕組みも充実しているのが特徴です。 

23 内堀醸造（株）   飯島町田切 160-355 0574-43-1185(0265-86-8115) 

http://www.uchibori.com/recruit/ 総務課  

製造業(食酢及び食酢関連商品の製造販売) ／ 明治 9 年創業、145 年の歴史のある食酢メーカーです。「酢造り 
は酒造りから」の理念のもと、酢のもととなる酒(酢もろみ)から丁寧に醸造することで高品質な商品を製造し、 
お客様にお届けしています。 

24 ＪＡ上伊那   伊那市狐島 4291 0265-72-6237 

https://www.ja-kamiina.iijan.or.jp/ 総務企画部 人事教育課  

総合 JA ／ 営農・経済・金融・共済を柱に、総合的な事業を展開しています。自然豊かな上伊那で地域の皆さま 
のくらしに寄り添い、支え合い、共に歩み続けます。 

25 長野オリンパス（株）   辰野町大字伊那富 6666 番地 0266-41-4111 

https://www.nagano.olympus.co.jp/ 経営企画グループ 採用担当  

製造業 ／ 長野オリンパスは、世界中の「見たい」「知りたい」に応えるために 高い技術と理想を掲げ、長野から新たな価値と
無限の可能性を発信し続けます 

26 （株）ミヤウチ 伊那市西春近 5487-2 0265-74-5551 

https://www.miyauchi-ina.co.jp/ 採用チーム 

卸売業 ／ 地域密着して創業 71 年、包装資材及び厨房機器等身近なものを扱う商社。包装資材は食品の安心・安全に不可欠。商
品を美粧し販売増に貢献する食品の衣装。環境保全に早くから取り組み 30 年余年、トレー回収を続けています。 

 

〔3部〕 15:00～17: 00  （21社） 
  

No. 事業所情報 (事業所名／所在地／電話／ＨＰ／担当／動画／業種／会社概要) 

01 信英蓄電器箔（株）   南箕輪村 3930 0265-78-2193 

https://www.scf-nagano.co.jp/ 人事課 採用担当 

製造業 ／ アルミ電解コンデンサの主要材料となるアルミ電極箔を製造しています。 
家電製品や自動車、ＡＩ、ＩｏＴなど様々な分野で使われており、生活に欠かせない電 
子部品です。アルミ電極箔の世界シェアは 20％、国内シェアは 35％です。 

02 （株）キッツ伊那工場   伊那市東春近 7130 0265-78-1111 

https://www.kitz.co.jp/ 伊那総務グループ 

製造業 ／ キッツは、水や空気、石油、ガスなどの流体をコントロールする「バルブ」の製造・販売を通して、私たちの暮らしや
産業に欠かすことのできないライフラインを支え、今日のゆたかな社会に貢献しています。 
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No. 事業所情報 (事業所名／所在地／電話／ＨＰ／担当／動画／業種／会社概要) 

03 （株）テク・ミサワ   伊那種福島 303 0265-72-2918 

https://techmisawa.jp/ 総務部  

製造業 ／ 弊社は NC 自動旋盤を扱って精密部品を製作している製造業の会社です。現在手掛ける製品は自動車 
部品、医療部品、航空機部品、ガス機器部品、空気圧機器部品など様々で、あらゆる分野に対応できる技術力が 
弊社の強みです。 

04 南信工営（株）   伊那市西春近 2547 0265-72-1212 

http://nanshinkohei.co.jp/ 総務部人事担当 

建築業 ／ 一般住宅から学校、工場など大きな建物の外壁・屋根・窓など建物の外廻りの工事を管理する技術集団です。人材を育
てる環境づくりを念頭に、社員の資格取得を積極的にバックアップしています。社員とその家族の方が「南信工営に勤めてよかっ
た」と誇れる会社づくりを目指しています。 

05 長野県信用組合   長野市新田町 1103-1 026-233-5602 

https://www.naganokenshin.jp/recruit/ 人事部  

金融業 ／ 長野県信用組合「けんしん BANK」は、長野県全域に 52 店舗の営業店を展開し、長野県に根差した金融機関として地域
の繁栄と発展に力を注いでいます。 

06 (株)IHI エアロマニュファクチャリング 辰野町伊那富 975 0266-41-5262 

https://www.ihi.co.jp/iam/ 人事グループ  

製造業 ／ 旅客機用ジェットエンジン・防衛省向けジェットエンジンの、ファンブレードおよび圧縮機翼製造に特化した企業で
す。ものづくりにこだわり、世界トップの生産性を目指して、常に最新技術を探求しています。 

07 （株）興和クリエイト   諏訪市杉菜池 1918-3 0266-52-2364 

https://www.kowa-group.co.j 採用担当  

自動車小売業 ／ 地域最大規模の展示場で自動車の販売を行い、全国屈指の店舗型整備工場で整備・修理を行うなど、カーライフ
をトータルサポートするグループ企業です。 

08 （株）ゼンシン   駒ヶ根市上穂栄町 13-7 0265-83-4865 

http://k-zensin.co.jp 技術部  

建設・環境・森林コンサルタント ／ 長野県内の国・県・市町村などの行う社会資本整備（河川・砂防・道路・森林・公園整備な

ど）に必要な調査・測量・設計を担うコンサルタントです 

09 自衛隊長野地方協力本部伊那地域事務所 伊那市山寺 1499-1 南信森林管理署内 0265-73-4860 

http://www.mod.go.jp/pco/nagano 伊那地域事務所長  

専門サービス・その他 ／ 自衛隊は、国の平和と独立を守るという使命の下、領土・領海・領空を守る活動や、災害時の捜索・救
助、医療等の対応、海外での国際平和協力活動などを行っています。 

10 上伊那医療生活協同組合   箕輪町中箕輪 11324 0265-79-1424 

https://www.kamiina-mcoop.com/ 上伊那生協病院 採用担当 

医療・介護・福祉 ／ 上伊那地域で医療と介護の拠点を設けて、地域の皆さんの健康を支える、気軽に相談できる身近な病院や介
護施設を展開しています。 

11 （社）アンサンブル会   伊那市西箕輪 8077-1 0265-71-8622 

https://ws-ensemble.com 採用担当  

障害者福祉 ／私たちは知的障害のある方たちの就労や生活の支援をしています。障害があっても等しく幸せな人生が送れること
はとても大切なことです。私たちはそんな支援を目指して日々活動をしています。 

12 （株）ヤマウラ   駒ヶ根市北町 22-1 0265-81-6060 

https://www.yamaura.co.jp/ 人事担当  

総合建設業・製造業 ／ 建設事業・エンジニアリング事業・開発事業の 3 部門を柱とした、人と技能とノウハウ 
が有機的に連結する「まちづくり」と「ものづくり」の総合企業です。 

13 日本通運（株）長野支店   
長野市中御所 3-2-15 NTT コムウェア長野ビル 3 階 026-229-

0202 

 総務採用担当 

物流事業全般および関連事業／ 当社は東京都千代田区に本社を構え、日本全国・全世界に事業所があります。この自社ネットワー
ク(物流網)を活用し、「運ぶ」ことを通じて社会に貢献していく総合物流企業です。 

14 二光（株）   辰野町大字伊那富 2668 0266-41-0822 

 取締役社長  

製造業 ／ ☆試作から量産まで対応可能な生産体制 ☆高度情報化社会を支える IT 関連分野で要求される光学レンズの開発・生
産 ☆映像の高解像度に対応した『超高精度レンズ』の開発・生産 
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15 日本シャフト（株）   神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-1-15 045-782-2561 

https://nipponshaft.co.jp/ 総務部  

製造業 ／ ゴルフ用シャフト（スチールシャフト・カーボンシャフト）、野球用・ソフトボール用の金属バット等の製造・販売 

16 税理士法人あおば会計   伊那市山寺 284-1 0265-72-6131 

https://aobakaikei.tkcnf.com/ 採用担当 

専門サービス業（税理士・社会保険労務士・行政書士） ／ 伊那市を拠点に上伊那・飯田・諏訪地域のお客様へサービスを提供し
ています。あおば会計の業務内容は、①税務・会計・経営に関する業務②相続や資産に関する業務③労務に関する業務や官公庁への
書類作成に関する業務を中心に行っております。あおば会計では、上伊那地域最大規模の社員数で地域のお客様のトータルサポート
を目指しています。 

17 （株）エコーシティー・駒ヶ岳 駒ヶ根市赤穂 15309 0265-82-4000 

https://cek.co.jp/ 総務課  

ケーブルテレビ局 ／ 伊南地域をサービスエリアとしているケーブルテレビ局です。地域の今を伝える「みなこいチャンネル」の
制作放送をはじめインターネットや光でんわの提供により地域の生活に無くてはならない事業を担っています。 

18 （株）日本ピスコ   南箕輪村 3884-1 0265-74-8801 

https://www.pisco.co.jp/ 経営管理部人事課  

製造業 ／ 日本ピスコは圧縮空気を配管するための継手やチューブ、流量や圧力を 

制御する各種制御機器、その他バルブや真空機器、アクチュエータ等の空気圧機器を 

独自に開発、製造、販売する空気圧機器の専門メーカーです。 

19 ルビコン（株）   伊那市西箕輪 1938-1 0265-72-7111 

https://www.rubycon.co.jp/ 総務部採用担当  

製造業 ／ 私達の生活の中で必要不可欠な電子部品「コンデンサ」。世界の取引先総数 5,000 社、年間生産規模 80 億個を誇る世界

有数のコンデンサメーカー、それがルビコンです。 

20 タカノ（株）   宮田村 137 0265-85-3150 

https://www.takano-net.co.jp/ 人事部 採用担当 

製造業 ／ ■ファニチャー（コクヨブランド椅子）事業、■検査計測事業（画像 
処理検査装置等）、■産業機器事業（電磁アクチュエータ等）、■エクステリア事業、 
■医療・福祉機器関連事業、■アグリ事業等の開発・製造・販売 

21 （株）コガネイ   駒ヶ根市飯坂 2-6-1 0265-83-5111 

http://www.koganei.co.jp 総務部総務グループ  

製造業 ／ 『コガネイ』は、ドイツ製工作機械の輸入商社として１９３４年に創業し、その後自ら製品を作り出すべくメーカーへ
と転じ、切削工具→集中給油機器→世界最小クラスの製品開発に成功するなど、空気圧機器の製造販売、流体制御機器や医療機器の
製造販売へと、次代のニーズに合わせて事業展開をして来ました。そして今、私たちは創立１００周年(２０３４年)に向けて、これ
までに蓄積し芽生えた新規事業の育成に挑戦中です。次代を担う新たな事業進化を現実のものとして行きます。 
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