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総務課　池上幸助 3/24（金） 13:00 ～ 15:00 3/27（月） 13:00 ～ 15:00
0265821082
ikegami@tohatsu.co.jp

法人本部　塩澤美佳 3/28（火） 14:00 ～ 15:30 14:00 3/28（火） 16:00 ～ 17:30 16:00
0265-84-1311
recruit@s-sawayaka.or.jp

総務部　橋爪　芳友 3/24（金） 9:00 ～ 11:00 9:00 3/29（水） 9:00 ～ 11:00 9:00
0265-72-3191
soumu@miyasita-kensetsu.co.jp

長野エリア人事部　山本　厚一 3/27（月） 10:00 ～ 11:30 3/28（火） 10:00 ～ 11:30
0263516216
nagano_jimucenter02@sun-vision.or.jp

業務統括部 人事担当　伊藤舞香 3/24（金） 13:00 ～ 14:00 3/24（金） 10:30 ～ 11:30
0265-98-0573
ito-maika@shinwa-cont.com

業務部企画推進グループ人事チーム　採用担当　今井・松本 3/23（木） 14:00 ～ 16:00 3/28（火） 14:00 ～ 16:00
0266414140
ENF-Saiyo@GlobalScientificSolutions.onmicrosoft.com

管理部　教育採用グループ 3/22（水） 10:30 ～ 12:00 3/30（木） 10:30 ～ 12:00
0263584606
k_nimura@ngnd.daihatsu-dlr.co.jp

総務部　松澤 3/23（木） 10:00 ～ 12:00 3/24（金） 10:00 ～ 12:00
0265-79-1301
Jinji_Shinko@smm-g.com

総務グループ　中山絵里 3/24（金） 9:00 ～ 15:00 8:40 3/23（木） 9:00 ～ 15:00 8:40
0265-72-0558
eri-nakayama@nanshinkasei.co.jp

総務部　堀内英樹 3/21（祝） 9:00 ～ 11:00 8:50 3/21（祝） 13:00 ～ 15:00 12:50
0265-82-3164
saiyou@kitazawadenki.co.jp

総務課　小林正明 3/23（木） 13:00 ～ 15:00 12:45 3/30（木） 13:00 ～ 15:00 12:45
0265-88-3057
tksoumu1@tajimak.com

総務部　総務課　吉瀬直貴 3/24（金） 14:00 ～ 15:30 3/27（月） 14:00 ～ 15:30
0265-73-8111
jinji-saiyou@rubycon.co.jp

管理部総務課　上島　孝之 3/24（金） 10:00 ～ 12:00 3/27（月） 10:00 ～ 12:00
0265-79-4163
t.kamijima@fuji-g.com

総務部　細谷耕路 3/22（水） 14:00 ～ 16:00 13:35 3/28（火） 14:00 ～ 16:00 13:35
0265-82-5111
saiyo@tenryuseiki.com

天竜精機株式会社

駒ヶ根市東伊那5650

あり 駒ヶ根駅改札

口を出たとこ

ろ。(駒ヶ根駅
到着時刻 13：
33)

駒ヶ根駅改札

口を出たとこ

ろ。(駒ヶ根駅
到着時刻 13：
33)

天竜精機は、自動化技術で未来を創造するエンジニア集団です。一品一様のオーダーメイドのFA自動機は、開
発・設計・製造とたくさんのメンバーで1つのものを一緒につくり上げるものづくりの面白さがあります。まず
は一度、ぜひ工場見学に来て実際にものづくりの現場を感じに来て下さい！

冨士工業株式会社
箕輪町大字中箕輪9115番地７
冨士工業株式会社　本社工場

なし 伊那松島駅から徒歩１０分

細い異種金属を溶接したリード線で、様々な半導体を支えています。車にも家電にも私たちの技術が生かされて

います。

ルビコンエンジニアリング株式会社

伊那市福島488

なし

当社はものづくりする機械をつくる会社です。皆さんの生活に深く関わる製品を製造するための設備を製造して

います。決して表舞台で脚光を浴びる仕事ではありませんが、一緒に「ものづくり」をしてみませんか。ぜひ一

度工場見学に来てください。お待ちしております。

田島建設株式会社
中川村片桐5158番地

あり JR伊那田島駅 JR伊那田島駅 帰りの電車はJR伊那田島駅を15:33発（岡谷方面）を
予定しています。

建設業、と言ってもその仕事内容は幅広く、とても大勢の人が関わる仕事です。田島建設はそのなかで「施工管

理」という仕事をしています。オーケストラで言ったら指揮者のような仕事です。今回は、実際の工事現場の見

学などもしながら、建設業の仕事はどんなものなのか、「施工管理」の具体的な内容もお伝えします。

株式会社北澤電機製作所

駒ヶ根市赤穂497番地122

あり 駒ケ根駅前交

番付近の送迎

車用乗降場所

駒ケ根駅前交

番付近の送迎

車用乗降場所

3/21(祝)以外の日にも対応致しますので、メールやお
電話にてお気軽にお申し出ください！

社内一貫生産のモノづくり工場を、ぜひ来て見て体感してください！

株式会社南信化成

伊那市美篶8268

あり JR伊那北駅改
札口を出たと

ころ

JR伊那北駅改
札口を出たと

ころ

今春、50周年を迎えます。若手社員も活躍しており、プラスチックで”必要不可欠なモノづくり”の魅力を体験で
きる会社です。是非会社見学待ちしております！

株式会社伸光製作所

上伊那郡箕輪町中箕輪12238

なし 木ノ下駅徒歩10分
第3回は3月28日（火）10：00~12：00

我々の生活に欠かせないプリント配線板の製造工程を実際にご覧いただくことで「モノづくり」を実感すること

が出来ます。先輩が多く活躍している会社ですので、お気軽にご参加ください！

長野ダイハツ販売株式会社

長野ダイハツ販売株式会社　伊那店　（住所：伊那市山寺２９３）

なし 開催日時ですが、1日に3ターンご用意させていただ
く予定です。2日程いずれも、【第1部】10時30分～
12時00分、【第2部】13時00分～14時30分、【第3
部】15時00分～16時30分。以上の1日3部構成、全6
回の中からいずれか1ターンを選んでご応募いただけ
れば幸いです。

私たちの仕事は、自動車を販売したり、点検整備や修理を行ったりすることです。新生活やライフスタイルの変

化などで車を買い替える方の車選びのお手伝いをしたり、故障した車で街を走らないよう修理を行ったりと、私

たちは自動車のプロとして人々の生活に寄り添い、生活を豊かにしていくサポートをしています。若手スタッフ

株式会社エビデント長野

辰野町大字伊那富６６６６番地

なし

「生まれたての100年企業　エビデント」のグループ企業で、顕微鏡や工業用内視鏡を中心とした科学事業製品
を手掛けているモノづくりの会社です。

伸和コントロールズ株式会社
伊那市美篶7975-1

なし

私たちは、現代の普通を支えている会社です。

みなさんと年が近い先輩がたくさん働く会社です。

ぜひ、見学しに来てください！

社会福祉法人サン・ビジョン

塩尻市大門八番町9-10

なし 上伊那地域にも事業所がありますが、公共交通機関

からの送迎が難しいため、塩尻駅近のグレイスフル

塩尻での開催をお願いできればと存じます。

業界トップクラス。愛知・岐阜・長野県で展開しています。『ご利用される方らしさに、深く寄りそう』という

想いで安定して長く働いていただきたいと考えています。”やさしさをシゴトにしていける”そんな職場です。

宮下建設株式会社

伊那市上牧6474

あり JR飯田線　伊
那北駅　駅前

JR飯田線　伊
那北駅　駅前

電車での移動が難しい方はご自宅付近迄送迎可能で

す

開催日の都合が合わない場合　別日設定可能です

ご相談下さい伝統が培う技術と信頼　上伊那の地元に根ざし１００年以上の歴史ある建設業です

是非見学に来て下さい。

(社福)しなのさわやか福祉会
上伊那郡宮田村4804-1　複合福祉施設プラムの里

あり 宮田駅　メイ

ン改札口（東

側）

宮田駅　メイ

ン改札口（東

側）

介護って資格がなくても働けるんです。働きながら国家資格が取得できます。しかも費用は法人支払。人の役に

立つやりがいのある仕事です。先輩の働いている姿を見に来ませんか？

■連絡事項など

トーハツマリーン株式会社

399-4101　駒ヶ根市下平４４９５－９

なし

当社は船やボートに取り付けるエンジンを製造しております。アウトドアブームから2021年からたくさんの受
注を頂き活気に満ちております。

事業所名 部署名・ご担当者名・予約先 見学場所 公共交通機関からの送迎

【第1回目 】 【第2回目 】
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鎌田　司 3/23（木） 9:00 ～ 16:00 3/24（金） 9:00 ～ 16:00
0265-73-4860
nagano.pco-ina@rct.gsdf.mod.go.jp

総務経理部　宮下　勲 3/23（木） 13:30 ～ 15:30 13:00 3/28（火） 9:30 ～ 11:30 9:00
0265-79-8154
i_miya@macome.co.jp

総務課　小林公好 3/21（祝） 11:00 ～ 12:30 3/21（祝） 14:30 ～ 16:00
0265-86-3215
info-s@nanshinss.co.jp

生産管理課　牛田臣哉 3/23（木） 13:00 ～ 15:00 12:50 3/24（金） 13:00 ～ 15:00 12:50
0265-82-8620
ushida-s@toyoset.co.jp

管理部管理課　倉本昌幸 3/21（祝） 10:30 ～ 12:00 10:10 3/21（祝） 15:00 ～ 16:30 14:50
0265-82-5266
k_oonuma@napac.co.jp

総務部　巾下吉裕 3/23（木） 11:00 ～ 12:00 3/28（火） 11:00 ～ 12:00
0265865111
habashita@sakura-kobo.co.jp

代表取締役　山下孝之 3/23（木） 15:00 ～ 16:00 3/27（月） 15:00 ～ 16:00
0265-82-5191
soumu@iam-ele.co.jp

総務　伊藤侑希 3/23（木） 10:00 ～ 11:00 9:45 3/24（金） 10:00 ～ 11:00 9:45
0265-74-1180
nagano@panex.co.jp

代表取締役 3/24（金） 10:00 ～ 11:00 9:50 3/27（月） 11:00 ～ 12:00 10:50
0265792448
info@atec-kajiya.co.jp

総務人事部　人事グループ　森本大介 3/23（木） 14:00 ～ 15:30 3/29（水） 14:00 ～ 15:30
0266-41-5262

業務課　課長　神田洋 3/23（木） 10:30 ～ 12:00 10:20 3/28（火） 10:30 ～ 12:00 10:20
0265-86-4852
h.kanda@kbjapan.co.jp

総務経理部　長矢充功・湯澤幸世 3/21（祝） 9:00 ～ 11:00 8:40 3/23（木） 9:00 ～ 11:00 8:40
0265-85-3210
info@usi.ecnet.jp

総務課　田畑一彦 3/23（木） 8:30 ～ 10:30 3/23（木） 13:40 ～ 15:40
0265-72-1234
ina-somu@nichiro-inc.co.jp

法人本部採用担当　酒井恵理 3/23（木） 10:00 ～ 12:00 9:30 3/30（木） 10:00 ～ 12:00 9:30
0265941181
sakurajimu@sakura-v.or.jp

社会福祉法人高遠さくら福祉会

伊那市高遠町勝間220　特別養護老人ホームさくらの里　他2施設

あり JR伊那市駅改
札口を出たと

ころ

JR伊那市駅改
札口を出たと

ころ

介護の仕事は感謝される機会も多く、やりがいを感じることのできる仕事です。施設の雰囲気やスタッフの働く

様子を見に来て下さい。

日本濾過器（株）伊那工場

伊那市福島中河原２５０番地

なし

機械の動力源であるエンジン向けのフィルターを生産しています。高卒の方も多く、安心して働ける会社です。

ぜひ見学に来て下さい。

株式会社ユーエスアイ

宮田村2689

あり 宮田村東口

（駒ヶ根・飯

島方面）改札

出口

宮田村東口

（駒ヶ根・飯

島方面）改札

出口

私服で結構です。集合時間の08：40宮田駅となり、
上下線共に同時刻宮田駅到着となります。

ダンボール主体の梱包資材製造と金属部品切削加工の全く異なる事業を行う企業です。創業60周年を迎え、地元
に根付いた企業となります。

株式会社コバヤシ　伊那工場

飯島町田切1212

あり ＪＲ田切駅

入口付近

ＪＲ田切駅

入口付近

皆さんが目にしたことのある食品の容器や袋を作る工場です。どんな風にできるか興味がある方は当社を見に来

てください。

（株）IHIエアロマニュファクチャリング
辰野町伊那富975
（株）IHIエアロマニュファクチャリング　本社工場

なし 最寄り駅（飯田線宮木駅）より徒歩圏内のため、送

迎はございません。

世界中の空で活躍する、航空機ジェットエンジン部品製造に特化した「ものづくり企業」です。興味・関心等ご

ざいましたら、是非ご来社ください！

赤羽鉄工株式会社

箕輪町中箕輪8092

あり 伊那松島から

徒歩5分
伊那松島から

徒歩5分
できれば伊那松島駅から徒歩でお願いします

ものづくりの楽しさを教えます

株式会社パネックス　長野工場

伊那市東春近7000-9 株式会社パネックス　長野工場

3/28～3/31も同時間で見学可
能です。

JR伊那市駅改
札口を出たと

ころ

JR伊那市駅改
札口を出たと

ころ

美味しさにこだわった賞味期限最大75日のロングライフパンを製造・販売しております。

アイエイエム電子株式会社

駒ヶ根市赤穂9847

なし

駒ヶ根市で電子部品の製造を行っております。新しい工場を建設中です。当社で製造している製品とそこで働く

人達を是非見に来てください。

株式会社大成

飯島町田切１２１２－４００

なし 会社までは駒ヶ根駅よりタクシーをご利用くださ

い。タクシー代は会社で支払います。

信州の伝統食である馬刺しを製造しています。是非工場や会社の見学に来てください。

ナパック株式会社

駒ヶ根市赤穂14-1823 ナパック（株）本社工場

あり JR伊那福岡駅
改札前

JR伊那福岡駅
改札前

3/28（火）および3/29（水）に、①10：30～12：00
②15：00～16：30　それぞれ開催いたします。

全国的にも珍しく、長野県内では唯一当社だけが行っている「ものづくり」と、女性や若手もイキイキと働いて

いる様子や奇麗な工場内など、当社の「リアル」な日常をご覧いただきたいと思います。

トヨセット株式会社　駒ヶ根工場

駒ヶ根市赤穂14701番1

参加者と相談し、送迎・開

始終了時刻は調整致しま

す。

駒ヶ根市駅又

は大田切駅

駒ヶ根市駅又

は大田切駅

長袖・長ズボンの着用をお願いします。

素材から完成まで一貫した生産体制を確立しているオフィス家具製造現場を是非見学してください。

㈱南信精機製作所

上伊那郡飯島町七久保815

なし

当社にお越しになるお客様に社員が明るい挨拶をしています。是非挨拶を体感して下さい。

（株）マコメ研究所

箕輪町大字中箕輪10800‐11

あり JR伊那松島駅
改札口を出た

ところ

JR伊那松島駅
改札口を出た

ところ

送迎可能な人数制限がありますので事前予約をお願

い致します。

社名に「研究所」が付いていますが、磁気応用センサーを開発・製造している会社です。

製品は産業分野・レース分野など幅広いジャンルで活躍しています。

セル生産方式で人の手によって製品を作っています。

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１F

なし その他、3/27（月）、28（火）も見学可能です。

人のために働く仕事です。成長できる舞台があります。まずは、見学に来てみませんか。

■連絡事項など事業所名 部署名・ご担当者名・予約先 見学場所 公共交通機関からの送迎

【第1回目 】 【第2回目 】
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送迎の集合
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終了予定時

間

送迎の集合

時間

送迎の集合場

所

伊那総務グループ　北野由記 3/27（月） 14:00 ～ 16:00 3/28（火） 14:00 ～ 16:00
0265781111
y-kitano@kitz.co.jp

総務　小林薫 3/23（木） 10:00 ～ 12:00 9:55 3/24（金） 13:30 ～ 14:00 13:40 駒ヶ根駅
0265-82-2164
k.kobayashi@fwood.jp

総務課　小松、北澤 3/29（水） 10:00 ～ 11:30 9:45 3/31（金） 10:00 ～ 11:30 9:45
0265825959
kitazawa@kk-yoshioka.co.jp

白鳥和宣 3/28（火） 10:00 ～ 12:00 10:00 3/29（水） 13:00 ～ 15:00 13:00
0256-79-2035
kn.shirotori@minowa-k.co.jp

総務・人事グループ　堀尾理史 3/23（木） 14:30 ～ 16:00 14:00 3/24（金） 14:30 ～ 16:00 14:00
0265-88-4011
hg002118@hoshin-gosei.co.jp

総務部　東　朋彦 3/22（水） 9:30 ～ 11:00 3/22（水） 13:30 ～ 15:00
0266-46-3100
higashi@plametal.co.jp

総務・経理部　井口武瑠 3/23（木） 10:00 ～ 12:00 3/28（火） 10:00 ～ 12:00
0265-72-3140
t.iguchi＠tsuzukicorp.co.jp

人事課採用担当　六波羅成美 3/21（祝） 13:30 ～ 15:00 13:00 3/23（木） 13:30 ～ 15:00 13:00
0265-72-7111
saiyou-jinji@rubycon.co.jp

本部　採用担当　倉田俊之 3/28（火） 10:00 ～ 11:30 9:45 3/28（火） 13:30 ～ 15:00 13:15
0265-81-4070
flower@inanfukushi.or.jp

採用担当　成田史奈 3/23（木） 10:00 ～ 11:00 9:30 3/30（木） 13:00 ～ 14:00 12:30
0266-52-2364
fumina-n@kowa-group.co.jp

総務部　唐澤伸彦 3/23（木） 10:00 ～ 11:00 9:40 3/24（金） 10:00 ～ 11:00 9:40
0265823112
soumu02@marutaki.jp

企画管理部　輿石 和人 3/22（水） 13:00 ～ 14:00 3/23（木） 11:00 ～ 12:00
0266443011
kazuhito.koshiishi@konicaminolta.com

第一製造部　 SC課　藤澤聡美 3/28（火） 9:00 ～ 11:00 3/29（水） 9:00 ～ 11:00
0265-82-3256
h-tanaka@tukada-riken.co.jp

本社　総務課　渡邉雅 3/23（木） 10:30 ～ 11:30 10:15 3/24（金） 10:30 ～ 11:30 10:15
0574-43-1185
recruit@uchibori.com

内堀醸造㈱アルプス工場

上伊那郡飯島町田切160-355

あり JR飯田線　田
切駅

JR飯田線　田
切駅

午後の部として14時からの開催もできます。また、
3/29~31も対応可能です（時間等同条件で）。

「酢造りは酒造りから」の理念の下、原材料から商品まで一貫した厳しい品質管理で製品を造り続けています。

創業から140年余年の老舗ですが、若い社員が多く活躍している会社です。社員ひとりひとりが能力を存分に発
揮できるよう、会社は応援しています。是非工場見学にお越しください。

塚田理研工業（株）

駒ヶ根市赤穂16397-5

なし

「こんなものできない。」他社が音を上げる仕事に果敢に挑んでいます。難しいからこそ技術力を高めてくれる

事を経験で知っているからです。誰でも何でもまずやってみよう！という雰囲気で、あらゆる部署で新しい挑戦

の日々です。自分で考えて決めることが多い塚田理研では、個性豊かな人が働いています。それぞれが得意分野

（株）コニカミノルタサプライズ
辰野工場

辰野町大字伊那富字城前４３３３－１

なし

コニカミノルタサプライズ辰野工場は、コニカミノルタGrの主要事業である複合機、プリンター、デジタル印
刷システム等に使用される「トナー」の主力生産工場です。自動化された工程で生産された高品質なトナーは国

内・海外の充填工場に出荷され、製品は全世界に供給されています。

丸滝㈱

駒ケ根市北町10-6

あり JR駒ヶ根市駅
改札口を出た

ところ

JR駒ヶ根市駅
改札口を出た

ところ

当社は住宅建設資材の販売と内装工事を柱に建築を通じて社会貢献を目指しています。

是非当社を見に来てください。

株式会社興和クリエイト

上伊那郡箕輪町中箕輪8850-11

あり 伊那松島駅改

札を出た所

伊那松島駅改

札を出た所

開催日ですが、3月23・24・29・30・31日でした
ら、学生の都合に合わせて開催出来ます。

当社は車の販売を行っています。車に詳しくなくて当たり前。人に関わる仕事がしたい人。若手が楽しそうに活

躍する現場を是非見学に来て下さい。

社会福祉法人　伊南福祉会

長野県駒ヶ根市赤穂3249-4

あり JR駒ヶ根駅改
札口を出たと

ころ

JR駒ヶ根駅改
札口を出たと

ころ

「人との関り」福祉の仕事です。福祉の仕事を知ってください。

ルビコン（株）

伊那市西箕輪1938-1

あり JR伊那北駅 JR伊那北駅

ルビコンは、私達の生活の中で必要不可欠な電子部品「コンデンサ」の製造を行っている電子部品メーカーで

す。メーカーだからこそ味わえるものづくりの楽しさを体験してください！

都築木材株式会社

伊那市日影336

なし

世界最古の素材【木材】を取り扱う会社です。若手が活躍するアットホームな職場に興味のある学生は見学にき

てみてください。

積水樹脂プラメタル株式会社

辰野町大字小野７９５－１

なし 見学会の開催日時の追記

第３回目　9：30～11：00
第４回目　13:30～15：00
第５回目　9：30～11：00
第６回目　13：30～15：00

私たちは、金属と樹脂を独自のノウハウで張り合わせて板を生産しています。学科・専攻は問いません。若手が

多数活躍していますので是非見学にいらしてください。

豊信合成株式会社

中川村片桐６４８７−１５

あり JR飯田線七久
保駅前

JR飯田線七久
保駅前

その他の日程でも希望日に応じて調整可能です

弊社はトヨタ自動車のグループ企業である豊田合成株式会社のグループの一員として、ここ上伊那から国内外に

向け自動車部品を製造しています。小規模ながらトヨタ生産方式の考え方をもとに、日々改善を続けながらもの

づくりを行っておりますので、是非一度見学にお越しください。

箕輪建設工業株式会社
箕輪建設工業株式会社

あり 木ノ下駅の東

側本社  徒歩
２分

木ノ下駅の東

側本社 徒歩2
分

施工に参加したい人は事前連絡の際にお知らせ下し

い

地元でやりがいと感謝が味わえる仕事をしましょう。

気が付かないかもしれませんが、将来自分の関わったら建物、道路を見るたびに、思い出がよみがえり、仲間と

の会話のきっかけ、歳を取ってから気が付く「生きた証」を一緒にかかわっていきましょう。

㈱ヨシオカ

駒ヶ根市下平2934-577

あり JR飯田線　大
田切駅前

JR飯田線　大
田切駅前

送迎が必要な場合は事前にご連絡ください。

精密機械の部品製造や、歯科インプラントの製造販売を行っております。新しい分野に挑戦すること、チェレン

ジ精神を持って仕事に取り組んでいます。比較的若い方がお仕事をしています、先輩たちが活躍する姿を実際に

ご覧ください。

株式会社　小林工業所

見学場所　駒ケ根市赤穂２３７５－1

あり 駒ヶ根駅前

私たちの会社は創業107年の建設会社です。創業者は、工法やデザインに近代的な感覚を持ち、現在もその精神
を引き継いでいます。時代のニーズを読みとり、将来を見据える力にも自信があります。古くて新しい会社を見

に来てください

株式会社キッツ伊那工場

伊那市東春近７１３０

なし 伊那市駅、伊那北駅から、乗り合わせのうえタク

シー利用可。（弊社負担）

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。

人々の生活基盤を支えるバルブメーカーで活躍してみませんか？

■連絡事項など事業所名 部署名・ご担当者名・予約先 見学場所 公共交通機関からの送迎

【第1回目 】 【第2回目 】



開催日 開始時間
終了予定時

間

送迎の集合

時間

送迎の集合場

所
開催日 開始時間

終了予定時

間

送迎の集合

時間

送迎の集合場

所

事務　河手潤子 3/27（月） 10:00 ～ 11:30 9:30 3/27（月） 14:00 ～ 15:30 13:30
0265-70-1818
j.kawate@heisei-kai.jp

人事総務課　小坂朋子 3/24（金） 10:00 ～ 11:00 3/27（月） 13:00 ～ 14:00
0265-72-0111
soumu@harmo-net.co.jp

総務人事部　人事研修課　採用担当　山口輝樹 3/23（木） 13:30 ～ 15:30
0265766669
jinji@alushin.co.jp

労務　中沢　晴行 3/29（水） 10:00 ～ 12:00
0267-26--2113
saiyou@tsuruya-corp.co.jp

企画部　細田有希 3/28（火） 14:00 ～ 15:00 3/29（水） 14:00 ～ 15:00
0265-71-7172
admin@miyazawa-ina.co.jp

経営管理部人事課　田中佑磨 3/23（木） 13:30 ～ 14:30 3/28（火） 13:30 ～ 14:30
0265-74-8801
saiyou@pisco.co.jp

人事部　森田貴子 3/27（月） 9:00 ～ 11:30 3/28（火） 9:00 ～ 10:30
0265853150
saiyou@takano-net.co.jp

人事課　中山 / 酒井 3/24（金） 10:00 ～ 12:00 9:45 3/27（月） 10:00 ～ 12:00 9:45
0265-76-1087
jinji@nishizawa.co.jp

オペレーション課　宮本敬司 3/28（火） 10:00 ～ 11:15 3/29（水） 10:00 ～ 11:15
0265-74-5500
keiji.miyamoto@edwardsvacuum.com

城田秀徳 3/28（火） 9:00 ～ 10:30 3/30（木） 9:00 ～ 10:30
0265-86-2010
kinoshita@nomura-con.co.jp

総務人事課　小口 3/23（木） 13:30 ～ 15:30 13:00 3/24（金） 13:30 ～ 15:30 13:00
0265-78-2511
y.oguchi@sun-kk.co.jp

総務課　小野妙子 3/23（木） 10:00 ～ 11:00 3/31（金） 10:00 ～ 11:00
0266-41-0822
nikou@an.wakwak.com

施設長　一ノ瀬元広 3/27（月） 10:00 ～ 11:00 9:20 3/28（火） 14:00 ～ 15:00 13:30
0266-43-3200
m.ichinose@heisei-kai.jp

管理課　田中江理香 3/23（木） 10:00 ～ 11:00 9:35 3/28（火） 10:00 ～ 11:00 9:35
0265-73-6341
e-tanaka@sakaiyameiban.co.jp

株式会社サカイヤ

伊那市西箕輪2148-187

送迎あり　場合によっては

タクシー

ＪＲ伊那北駅

自動販売機の

前

ＪＲ伊那北駅

自動販売機の

前

「世界を駆けるサカイヤの技術」車のメーター表示・スマートキー等の車の内装部品を製造しています。

国内自動車メーカーの多車種に使用され、ほどんどの方が当社の製品を目にしていると思います！

当社の製品と技術をぜひ見に来てください。

（福）平成会　介護老人福祉施設福寿苑

辰野町大字伊那富9501-1

あり 沢駅　改札口

出たところ

沢駅　改札口

を出たところ

電車の時刻等で待ち時間が長い場合は、連絡してく

ださい。別途対応します。

介護を必要とする高齢者の食事・排泄・入浴などを介助する仕事が主となります。たいへんなこともあります

が、やりがいのある仕事です。若い職員を多く活気のある施設（事業所）です。

二光株式会社

上伊那郡辰野町大字伊那富2668    本社

なし

二光株式会社は60年余りの長きにわたり、光学レンズの加工技術を培ってきました。光学技術でさらなる未来へ
の技術革新を支えます。ぜひ、見に来てください。

サン工業株式会社

〒399-4501 伊那市西箕輪大芝原２１４８−１８６

あり 伊那北駅出入

口を出たとこ

ろ

伊那北駅出入

口を出たとこ

ろ

弊社は、社員の平均年齢34歳と若くて元気な社員が活躍する会社です。成長したい人にとっては、自分を磨く職
場環境が整っております。果敢に挑戦して、新しい自分に出会いたい方は、是非会社見学にお越しください！

野村建設株式会社
上伊那郡飯島町

飯島８２９番地５

なし

専門知識等は無くても大丈夫。若い力を必要としています。興味がある方は会社見学に来て下さい。

エドワーズ株式会社

伊那市西箕輪東原2640-10

なし 玄関入口で、検温と消毒、名簿記載があります。

私たちの会社は、真空ポンプの販売を行っており、伊那工場では、その真空ポンプの修理を行なっています。真

空は、私たちの生活の身近なものであることを理解できます。また、工場内は、男女のベテラン社員から若手社

員が働いており、バランスが取れています。一度見に来てください。

株式会社ニシザワ

伊那市日影435-1　ベルシャイン伊那店

あり JR伊那市駅改
札口を出たと

ころ

JR伊那市駅改
札口を出たと

ころ

地域の皆様の生活（衣食住）を支えるのが私達スーパーマーケットの使命です。笑顔で人と接しながら、楽しく

地域に貢献することができる仕事。実際にどんなことをするのか？是非、見に来てください。

タカノ株式会社 宮田工場(長野県上伊那郡宮田村 137)
https://goo.gl/maps/nDfzqnuZ26VVJKiz9
伊那工場(長野県伊那市西春近下河原 5331)
https://goo.gl/maps/hQbmf1XzeQJqYZPa6
下島工場(長野県伊那市西春近小平 3677-1)
https://goo.gl/maps/75G9GqJAtCnwQYwu8

なし 3/27(月）9：00-11：30　宮田工場、伊那工場、下島
工場すべて見学　集合：本社（解散は伊那市駅、タ

カノ本社、駒ケ根駅のいずれか選択可）

3/28（火）9：00-10：30　宮田工場（ばね・電子部
品）　集合：本社（解散は本社）

3/28（火）13：45-15：30　伊那工場、下島工場（オ
フィス椅子）　集合：伊那工場（解散は下島駅、伊

那市駅、タカノ本社、駒ケ根駅のいずれか選択可）

オフィス椅子、電子部品等みなさんの生活を支えるモノづくりを行っています。ぜひ工場見学にお越しくださ

い。

(株)日本ピスコ
上伊那郡南箕輪村3884-1

なし

私たちは皆さんの生活を陰で支える空気圧機器メーカーです。モノづくりの仕事に興味のある方はぜひ見学にお

越しください。

株式会社ミヤザワ

伊那市西箕輪7130-1

なし

人々の食をより豊かにするための機械をつくっています。“コンビニや洋菓子店などで手にするあの商品”、実は
当社の機械が関わっています。食に関するお仕事やもの作りに興味がある方大歓迎です！ぜひいらしてくださ

い！

株式会社ツルヤ

伊那市大字福島178-1

なし

食品の販売、サービスの提供を通じて、地域のお客さまの食を支える仕事です。

アルプス中央信用金庫

伊那市荒井3438番地1

なし

『しんきん』業界とアルプス中央信用金庫のご紹介の後、名刺交換やオペレーション体験や営業店見学などを企

画しています。ぜひ、お越しください。

株式会社ハーモ

南箕輪村4124-1

なし 2日程を予定いたしますが、ご希望があれば土日祝日
を除き、午前中は10:00~12:00、午後は13:00~16:00
のいずれも1時間でいつでも日程調整いたします。ま
ずは、ご希望をいただければと思います。生産現場でつかわれる産業用のロボットをつくっています。普段は見られないロボット製造現場をぜひご覧くだ

さい。

老人福祉施設わかな

上伊那郡箕輪町東箕輪3296-1

あり 沢駅 沢駅

南アルプスとのどかな田園風景が調和した最良の環境に立地。医療・福祉・リハビリテーションを統合したケア

サービスにより、ご高齢者の皆様の自立を支援しています。

■連絡事項など事業所名 部署名・ご担当者名・予約先 見学場所 公共交通機関からの送迎

【第1回目 】 【第2回目 】



開催日 開始時間
終了予定時

間

送迎の集合

時間

送迎の集合場

所
開催日 開始時間

終了予定時

間

送迎の集合

時間

送迎の集合場

所

人事教育センター　中川　沙織 3/30（木） 9:30 ～ 11:30 9:15 3/30（木） 14:30 ～ 16:30 14:15
0265-70-7177
recruit@koaglobal.com

人事課　小池　済 3/23（木） 10:30 ～ 12:00 3/24（金） 10:30 ～ 12:00
0265-79-0559
recruit@kyoden.co.jp

総務経理部　三沢 3/27（月） 10:00 ～ 12:00 9:40 3/28（火） 10:00 ～ 12:00 9:40
0265-72-5111
saiyou@ibgr.jp

人事教育課採用担当　今溝和伴 3/23（木） 10:00 ～ 11:00 3/24（金） 10:00 ～ 11:00
026-214-7122
imamizo-kazutomo@nagano-acoop.co.jp

総務人事本部　採用担当　田村克彦 3/21（祝） 13:30 ～ 14:30 13:00 3/22（水） 13:30 ～ 14:30 13:00
0265-70-7200
jinji@tohsin.co.jp

総務人事部　　伊藤　好浩 3/27（月） 13:30 ～ 15:00 3/29（水） 13:30 ～ 15:00
0265-72-4151
y_ito@taimei-chem.co.jp

首都圏支店　営業三課　採用担当　西澤優 3/22（水） 14:00 ～ 15:00 3/23（木） 14:00 ～ 15:00

0353081109
mnishizawa@kcs.ne.jp

総務課採用担当　北澤浩幸 3/23（木） 13:30 ～ 15:00 13:15 3/24（金） 13:30 ～ 15:00 13:15
0265-85-3333
saiyo@tbm-corp.co.jp

本部総務部　人材確保担当　西村新五 3/29（水） 10:00 ～ 12:00 3/29（水） 14:00 ～ 16:00
07022389472
nishimura@kamiina-mcoop.com

総務部長　田中浩美 3/24（金） 10:00 ～ 11:00 9:45 3/27（月） 10:00 ～ 11:00 9:45
🆓ダイヤル　0120-76-7665　
h-tanaka＠active-ing.jp

エンジニアリング事業部　橋場清人 3/23（木） 13:30 ～ 15:00 3/24（金） 13:30 ～ 15:00
0265-81-6060
recruit@yamaura.co.jp

総務課　採用担当　有賀克成 3/23（木） 9:30 ～ 11:00 9:18 3/28（火） 9:30 ～ 11:00 9:18
0265-79-7877
katsunari_aruga@ntn.co.jp

赤羽千男 3/23（木） 10:00 ～ 12:00 10:00 3/24（金） 10:00 ～ 12:00 10:00
0265-74-0025
ace-3@ina.janis.or.jp

株式会社エース

伊那市西箕輪7200-51

あり JR伊那北駅改
札口を出たと

ころ

JR伊那北駅改
札口を出たと

ころ

当社は建設コンサルタント・測量業者です。20代前半の若手社員が多い職場をぜひ見に来てください。

株式会社NTN上伊那製作所
箕輪町中曽根522-2

あり JR木下駅　改
札出口

JR木下駅　改
札出口

回転物を滑らかにする部品「ベアリング」の、転動体である「ころ」を製造している会社です。

「もの造り」だけではなく「人造り」にも力を入れている私たちの会社を、ぜひ見に来てください！

(株)ヤマウラ
(株)ヤマウラ　エンジニアリング事業部
（〒399-4106 長野県駒ヶ根市東町１９−１６）

なし

ヤマウラエンジニアリング事業部は　理想も、動かす機械も、造るものも、とにかく“でっかい！”

株式会社　アクティブ

上伊那郡南箕輪村408－1　南箕輪村の村の駅となりです

あり JR北殿駅改札
口を出たとこ

ろ

JR北殿駅改札
口を出たとこ

ろ

弊社は人材派遣業と製造業を行っている会社です。

人材派遣と製造業に興味のある方は是非会社見学をいかがでしょうか。

上伊那医療生活協同組合

箕輪町中箕輪11324　上伊那生協病院　他事業所

なし 第3回目　3月30日（木）10:00～12:00
第4回目　3月30日（木）14:00～16:00

私たち上伊那医療生活協同組合は、いつでも誰でも安心して利用できる病院・施設づくりを目指しています。ま

た地域での暮らしを支える医療・介護・福祉のネットワークを充実させています。患者、利用者を中心に多職種

が連携して取り組める職場づくりを進めており、一緒に働く仲間（医師・看護師・リハビリ・介護職）を募集し

株式会社ティービーエム

伊那市西箕輪2640（伊那インター工業団地内）

あり ＪＲ伊那北駅

改札口を出た

ところ

ＪＲ伊那北駅

改札口を出た

ところ

開催日以外をご希望の方、ご連絡いただければ可能

な範囲で対応いたします。

発電所で活躍するタービンブレードや航空機のエンジン部品などを、最新鋭大型機械設備を使って切削加工を

行っています。お気軽にご来社ください。お待ちしております。

兼松コミュニケーションズ（株）
ドコモショップ伊那店

・ドコモショップ伊那店 伊那市山寺286-4
https://goo.gl/maps/mZjZEGjmFVtowvXa7
・ドコモショップ箕輪バイパス店 上伊那郡箕
輪町大字中箕輪8920-4
https://goo.gl/maps/GkekKHpJnu9cF1w38
・ドコモショップ駒ヶ根バイパス店 駒ヶ根市
下市場37-21
https://goo.gl/maps/a28yqjyjUx8Nxkjm7

なし 上伊那地区３店舗のどこでも見学可能です。気軽に

ご参加ください。

単なる接客ではなく、お客様の生活を楽しく豊かにするお手伝いをすることを心がけており、年齢の若いスタッ

フでも活躍できる職場です。是非ご自身の目で確かめてください！

大明化学工業株式会社
大明化学工業株式会社　本社　上伊那郡南箕輪村3685-2
JR飯田線北殿駅　徒歩3分
他　村内工場

なし

水道用浄水剤、医薬品・医薬部外品原料、食品添加物、半導体関連製造装置材料をはじめ人々の暮らしになくて

はならない製品を陰から支える製品の製造をしています。

若手が多く活躍している当社を是非見学に来てください。

株式会社　東信鋼鉄

箕輪町中曽根５３０－３

あり ＪＲ飯田線

伊那松島駅

改札口を出た

ところ

ＪＲ飯田線

伊那松島駅

改札口を出た

ところ

３回目の開催日：2023/03/23木13:30～14:30　集合
13:00　JR伊那松島駅　改札口を出たところ

私たち東信鋼鉄は、電気製品から自動車、産業用ロボットなど様々な産業界で使われている特殊鋼を加工販売す

る専門商社「ハガネのデパート」です。私たちと一緒にその先の未来を創りませんか？

株式会社長野県A・コープ
伊那市狐島4385-1　A・コープ伊那中央店

なし 持ち物：筆記用具

私たちの会社は地域を大切にしたスーパーマーケットです。地産地使用の取組みを見に来てください。

伊那バス株式会社

伊那市西町5208番地　伊那バス（株）本社

あり 伊那バスター

ミナル　待合

室

伊那バスター

ミナル　待合

室

・実施は3/27、28、29の3日間行いたいと思います。
　時間、送迎は3日間とも同じです。

1919年に創業以来、100年以上にわたり地域の公共交通を支えてきたバス会社です。路線バス、高速バス、貸切
バスのバス事業の他、ＯＡ機器の販売もおこなっています。年齢など関係なく誰もが活躍している会社です！ど

んな人が働いているかぜひ見にお越しください！

株式会社キョウデン
上伊那郡箕輪町大字三日町482-1

なし 各日、最大５名まで

申し込みは、メールへ「参加日」、「学校名」、

「氏名」、「連絡先（電話番号）」をお願いしま

す。普段見ることの出来ない電子機器製造の最新工場をご案内。

気軽にお申込みください。参加者には特典も。

KOA株式会社
箕輪町大字中箕輪14016

あり JR伊那松島駅
前

JR伊那松島駅
前

弊社指定の問診票のご提出をお願いいたします。

抵抗器国内売上NO.1！主力製品である抵抗器は家電製品や自動車など身近なものに数多く使われています。
KOAは社員が互いに支え合いながら楽しく働き、成長することができる会社です。是非、見に来てください！

■連絡事項など事業所名 部署名・ご担当者名・予約先 見学場所 公共交通機関からの送迎

【第1回目 】 【第2回目 】


