企業研究会 +
インターンシップ説明会
参加企業ひとこと紹介
事業所名・業種

（株）ニシザワ
小売

トヨセット（株）
製造

（株）テセック
製造

KOA（株）
電子部品製造

都築木材（株）
木材を中心とした
建築資材の加工・販売

（福）平成会
福祉

（株）日本ピスコ
製造

トヨタユーグループ
小売
（自動車販売・カーディーラー）

（株）信州ウェイスト
廃棄物処理

（株）ツルヤ
小売

（社福）
しなのさわやか福祉会
福祉

ライブ 配信
Zoom
会社概要

上伊那を中心に食料品、衣料品、生活雑貨などの販売を
行っています。ブックオフ、ツタヤ、焼肉屋さかいなど
の店舗運も行っており、地域の皆様の生活を支え、豊か
にすることを目指して仕事をしています。

オフィス家具・用品の企画・開発・製造を駒ヶ根工場、
販売を全国の支店営業所で行っています。駒ヶ根工場で
製造された商品は、日本全国の企業様・官公庁・学校等
で幅広く使用されています。

ディスクリートテスタの世界シェアはトップクラス。ハ
ンドラは国内上位。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！

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。創業
100 周年に向けて世界中の多様な社員が活躍できる環境
を整え、研究開発型企業になるべく挑戦を続けています。
木材の仕事と聞くと「きこり」のようなイメージを持た
れる方が多いですが、弊社は、国内・海外での木材流通、
自社工場での木材加工、サッシ・建材・各種工事の請負、
これら事業に関する配送業務など幅広く事業を展開して
おります。
単に数字を追うのではなく、「私たちの木材で建てられた
家が家族を笑顔にする」そんなことに喜びを見いだす会
社でありたいと考えています。
ぜひ一度会社見学にいらしてください！

介護保険法成立当初から介護事業を展開し、この業界で
は老舗です。様々な事業所を展開しており、地域の方々
から厚く信頼されています。歴史と高い技術をもった当
法人の事業所でインターンシップしてみませんか。

産業用ロボットの動力源として欠かすことのできない圧
縮空気。日本ピスコは圧縮空気を配管するための継手や
チューブ等をはじめとする各種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。

県下最大のカーディーラー「長野トヨタ」を有する会社
です。地域の皆様の身近な存在でありながら、
「モビリティ
カンパニー」へと変革を遂げようとしています。インター
ンシップで当社を知ってみませんか？

人に喜ばれ、必要とされ、愛しまれる企業となる。経営
理念を胸に、今日も廃棄物を回収して処理をして、綺麗
を作り出す信州ウェイスト。未来を見据える小さな会社
の大きな想いを、インターンシップで感じてください。

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温かなコミュニケーションづくり
をめざすフレンドリー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

2000 年介護保険がスタートした年から「地域の中でその
人らしく輝く生活を支援します」という法人理念のもと、
プラムの里（宮田村）、こまちの家（駒ケ根市）、みぶの里（伊
那市）の 3 拠点の高齢者向け複合福祉施設を運営してい
ます。地域に根差した在宅生活維持の為に行う生活リハ
ビリ支援から第二の住まいの確保、そして終末期の支援
等幅広いサービスを提供しています。

ホームページ

日

程

開催日／時間
https://www.nishizawa.co.jo

12/6（月） 16:00-16:25
12/9（木） 16:00-16:25
開催日／時間

http://www.toyoset.co.jp/

12/7（火） 16:00-16:25
12/8（水） 16:00-16:25
開催日／時間

http://www.tesec.co.jp/

12/9（木） 16:30-16:55
12/10（金） 17:00-17:25

https://www.koaglobal.com/
recruit/index.html

開催日／時間

12/7（火） 16:00-16:25

開催日／時間
https://www.tsuzukicorp.co.jp/

12/6（月） 16:30-16:55
12/7（火） 17:00-17:25

開催日／時間
http://www.heisei-kai.jp/

12/9（木） 17:30-17:55
12/10（金） 17:30-17:55

開催日／時間
https://www.pisco.co.jp

12/8（水） 16:30-16:55

開催日／時間
https://www.toyota-ugroup.com

12/8（水） 16:00-16:25
12/10（金） 16:00-16:25
開催日／時間

https://shinshu-wasteco.com/

12/6（月） 17:30-17:55
12/8（水） 16:30-16:55

開催日／時間
http://www.tsuruya-corp.co.jp/

12/7（火） 17:00-17:25
開催日／時間

12/9（木） 17:00-17:25
http://s-sawayaka.or.jp

12/10（金） 16:00-16:25

事業所名・業種

ナパック（株）
製造

サン工業（株）
製造

伊那バス（株）
運輸

（社福）サン・ビジョン
福祉（高齢者介護・
子育て支援・ワイナリー）

（社福）上伊那福祉協会
福祉（高齢・障害）

自衛隊長野地方協力本部
伊那地域事務所
その他

税理士法人あおば会計
税務・法務サービス

天竜精機（株）
製造

（株）伸光製作所
製造

信英蓄電器箔（株）
製造

大明化学工業（株）
製造

（株）キッツ伊那工場
製造

会社概要
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、精密金属製品などの製造販売
を行っています。
当社製品は自動車・産業機器・家電等に幅広く活躍し、人々
の暮らしを支えています。

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。

1919 年に創業し、約 100 年にわたり地域の発展につくす
公共交通機関としての役割を担ってきました。これから
も安全確実な質の高い輸送サービスを提供し、お客様に
愛されるバス会社を目指します！

「やさしい」はシゴトになる。人が人と出会うことによっ
て可能性が広がっていく。私たちの職場はそんな自分ら
しさを活かして、人の役に立てます。職員満足度調査「や
りがいがある 94％」業界トップクラスの法人インターン
シップに来てみませんか？
昭和３４年の設立から６３年。現在上伊那郡内に１１の
福祉施設を運営する法人です。なかなか機会のない施設
の中。どんな仕事？どんな雰囲気？身近に感じていただ
けるようにインターンシップを開催します！

自衛隊には多様な働き方（コース）、多くの職種・職域が
あり自分の興味や得意分野を生かしながら、一人ひとり
がイメージする「将来の自分」を実現できる幅広いフィー
ルドが広がっています。

私たちは経営数値に基づいたお客様のトータルサポート
を目指しております。経済が複雑で情報が多様化してい
ることから、経営には決断力やスピードが求められます。
お客様にタイムリーで多角的な視点から情報を提供する
ために、社会保険労務士、ＦＰ、行政書士などの資格者も
在籍しておりトータルサポートをできるよう日々準備し
ております。経営においてお困りなことがあれば、最善
策を一緒に考えていきます。お客様の幸せが私たちの喜
びです。
天竜精機は、自動化技術で未来創造するエンジニア集団
です。事業としては、コネクタ関連、電池関連の自動機、
実装関連設備の開発・設計・製造事業をおこなっています。
ものづくりを一貫生産体制で行っているため、やりたい
仕事に主体的に関われます！

当社は住友金属鉱山グループの中核企業として、プリン
ト配線板の開発・設計・製造・販売を行っております。
お客様に高品質な製品を供給することで、社会から信頼
されるものづくり企業を目指しています。

あらゆる家電、車、信号機など電気の流れるところには
欠かせないアルミ電解コンデンサの主要材料を製造して
います。世界トップレベルの技術力で世界中に製品を送
り出しています（国内シェア 35％、世界シェア 20％）。

飲み水や排水の処理に欠かせない浄水剤として使われる
「ポリ塩化アルミニウム」や「硫酸アルミニウム」は、上
下水道や工業用水、産業排水などに使用される、当社の
主力製品です。化学に興味がある方！メーカーの経理に
興味がある方！冬のインターンシップに参加してみませ
んか？

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。

ホームページ

日

程

開催日／時間
https://www.napac.co.jp/

12/9（木） 16:00-16:25
12/10（金） 16:30-16:55
開催日／時間

https://www.sun-kk.co.jp/

12/8（水） 17:00-17:25
12/9（木） 16:30-16:55
開催日／時間

https://www.ibgr.jp/

12/6（月） 16:30-16:55
12/10（金） 17:30-17:55
開催日／時間

https://sun-vision.or.jp/recruit/

12/7（火） 17:00-17:25
12/10（金） 17:00-17:25
開催日／時間

http://kamifuku.jp/

12/7（火） 16:30-16:55

開催日／時間
https://www.mod.go.jp/
pco/nagano

12/7（火） 16:00-16:25
12/8（水） 16:00-16:25

開催日／時間
https://aobakaikei.tkcnf.com/

12/8（水） 17:00-17:25
12/9（木） 16:30-16:55

開催日／時間
https://recruit.tenryuseiki.co.jp/

12/6（月） 17:30-17:55
12/9（木） 17:30-17:55
開催日／時間

https://www.shinkoss.co.jp/

12/6（月） 17:30-17:55
12/7（火） 16:30-16:55
開催日／時間

http://www.scf-nagano.co.jp/

12/7（火） 17:30-17:55
12/9（木） 17:00-17:25

https://www.taimei-chem.co.jp/
index.html

開催日／時間

12/6（月） 17:00-17:25

開催日／時間
https://www.kitz.co.jp/

12/7（火） 17:30-17:55
12/10（金） 16:00-16:25

事業所名・業種

会社概要

（株）ハーモ

プラスチック製造工程において不可欠である「取出ロボッ
ト」と「周辺合理化機器」の総合メーカーであるハーモでは、
製品の開発から製造、販売までを一貫して行っています。
プラスチック製造現場の生産性の向上、省人化、コスト低
減など、さまざまなニーズに総合力で対応しています。

製造メーカー

食品用フィルムパッケージの企画製造で食品流通サプラ
イチェーンの一翼を担います。人々の生活に密着した食
品パッケージの製造を生業としている責任を果たすため、
安全＆安心な製品を提供し続けています。

三洋グラビア（株）
製造

内堀醸造（株）

内堀醸造は老舗食酢メーカーです。
「酢造りは酒造りから」
の理念のもと、酢の基となる酒 ( 酢もろみ ) から丁寧に醸
造し高品質な商品を製造します。酢の可能性を今後も追
及し、新たな酢の提案を行います。

食品・製造

医療機器、光学機器の分野を主軸に、
「消化器内視鏡」に
用いられるパーツの部品加工をはじめ、「顕微鏡」の部品
加工、組み立てなど、独自の高い技術で大手医療機器メー
カーのモノづくりを支えています。

（株）マスダ
医療機器・光学機器の
部品加工組立

私たちは、約 100 年前に英国で創業した、世界最大の真空・
除害装置メーカーのエドワーズグループの日本拠点であ
り、今年で 50 周年を迎えました。半導体産業等の先端技
術や国家レベルでの科学技術をサポートしています。

エドワーズ（株）
製造

私たちは、快適で安心・安全な暮らしを支える社会資本
整備のための測量、設計、調査を通じて地域社会に貢献
する総合建設コンサルタントです。当社の行っている建
設 DX や目指しているものなどをご紹介します。

（株）ゼンシン
建設コンサルタント

日

程

開催日／時間
https://harmo-net.co.jp

12/6（月） 16:30-16:55
12/10（金） 17:30-17:55
開催日／時間

https://sanyo-gravure.jp/

12/8（水） 17:00-17:25
12/9（木） 16:00-16:25
開催日／時間

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

12/8（水） 17:30-17:55
12/9（木） 17:00-17:25

開催日／時間
http://masuda-k.com/company/

12/8（水） 17:30-17:55

開催日／時間
https://www.edwardsvacuum.com/ja

12/9（木） 17:30-17:55
12/10（金） 17:00-17:25
開催日／時間

https://k-zensin.co.jp

12/6（月） 17:00-17:25
12/7（火） 16:30-16:55

持続可能社会を支える労務管理は社労士の責務
我々と共に「社労士」という生き方を極めよう

社会保険労務士法人
田畑事務所

労働法に精通した身近な法律家である「社会保険労務士」
人と人とをつなぐ法律を活かす実務家としてのニーズは
益々高まるばかりです。人事労務に関するコンサルタン
トとして書類作成、提出代行業務、給与計算業務をはじ
め年金相談、労務管理システムサポートに至るまで厚生
労働省に関わる幅広いサービス提供をチームで行ってい
ます。 ＜２０２３年４月新卒採用８予定＞

法務サービス

上伊那医療生活協同組合
医療・介護・福祉

ホームページ

「無差別・平等の医療と福祉」の実現を目指しています。
今回は医療事務に関してお話しできればと思います。多
職種との連携やどんな業務内容なのか、少しでも興味の
ある方はぜひお話を聞いていきませんか。

開催日／時間
http://sr-tabata.jp/

12/6（月） 17:00-17:25
12/7（火） 17:30-17:55

開催日／時間
http://seikyohospital.
kamiina-mcoop.com/

12/8（水） 16:30-16:55
12/10（金） 16:30-16:55

事前予約制

タイムテーブルの確認、
予約申し込みフォームは、
右記の QRコードから！
▶ 受付は、11/20（土）-12/3（金）まで！

イメージ

５社以上お申込みの方には Amazonギフト券2,000円分が抽選で30人に当たります
主催：伊那職業安定協会

共催：伊那市

後援：駒ヶ根市・辰野町・箕輪町・飯島町・南箕輪村・中川村・宮田村

問い合せ：伊那職業安定協会事務局 info@inajob-55.jp
Tel.0265-72-7000（伊那市中央4605-8 伊那商工会議所内）
長野県 地域発 元気づくり支援金活用事業

伊那職業安定協会 HP→

