平成30年８月４日（土）

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 （50音順）

求 人 内 容
企 業 名

IPDロジスティクス株式会社

事 業 内 容

職

種

県内地場ドライバー
通関士
営業

東御市加沢88-12
0268-63-1151

運送業、保税、木枠梱
包、部品管理

株式会社岩崎製作所

機械工
プラスチック金型及び部
品加工と金型の組立
３次元ＣＡＤ/ＣＡＭ及び
２次元ＣＡＤオペレーター

東御市加沢1346-3
0268-62-0369

木楽ホーム株式会社
東御市加沢201-5
0268-64-7511

総合建設業

株式会社グローバル警備保障 上田営業所
警備業
東御市本海野1752-3
026-286-1800

株式会社信州東御市振興公社
東御市和3875
0268-64-0001

株式会社相和
東御市和7928
0268-62-4105

7503481 やる気のある方でしたら、未経験の方でも丁寧に指導いたします。

正社員

7504781 ＣＡＤ/ＣＡＭの使い方など未経験でも丁寧に指導します。

反響営業

正社員

7208781 飛び込み営業ではありません。社内・社外研修を通じて丁寧に指導いたします。

施工管理

正社員

7209881 材料や予算の管理。

インテリアコーディネーター

正社員

7210181 客様との打ち合わせを通じての「おもてなし」の実践。

交通誘導警備員

正社員

7505881 教育研修がありますので、未経験でもできる業務です。

フロント、サービス
正社員
客室清掃スタッフ
パート
公共施設（温泉施設
等）・宿泊施設の管理、
調理補助・洗い場
パート
運営、レストランの運
営、地ビールの製造
接客・配膳
パート
ビール配達・集荷スタッフ パート
機能性プラスチック材料
機能性プラスチックペ の製造業務
レットの製造、工業用・
車両用部材の製造
生産管理・出荷業務

有限会社テールマウンテン

株式会社トクシュ

コンクリート圧送工事オ
建設業 コンクリート圧 ペレーター
送事業
現場安全管理者

東御市和2110-1
0268-64-3066

パート

プラスチック製品の製
造販売

完成見学会に来場されたお客様の接客・お客様のご希望するプランを考え総合的に提案します。
着工前の営業とのプランニングや、施工図面の確認・着工後の工程管理・協力業者との打合せ・職人さんへの指導・
営業、工務と共に二人三脚で、住宅の各種プランや見積もりの作成、外観、内装のコーディネート提案・イベントやお
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。

7511481 温泉施設のフロント業務、館内の施設管理・点検作業、施設内、飲食部門の配膳業務など。
7512781 大田区休養村とうぶの勤務となります。土日出勤できる方を希望。
洗浄機にて食器の洗浄・簡単な料理の盛り付けなどの調理補助をしていただきます。

6939581 大田区休養村とうぶの勤務になります。
7513881 御牧苑の勤務となります。土日出勤できる方を希望。
7514281 オラホビール工場での勤務となります。

7352581 製品監視。立ち作業となります。従業員もほとんど未経験から活躍しています。興味のある方ご相談ください。丁寧に
指導いたします。
客先からの受注対応、生産予定の調整・計画作成、必要に応じ出張打合せ。生産計画の進捗・納期管理。製品の出
7477781 荷手配・準備（フォークリフト作業有）経験者・未経験者問わず歓迎。現在の生産管理従事者から業務を一から指導
いたします。
ハウス施設内における、大手ホームセンター向け野菜・花のポット苗生産全般。水やりなど商品として出荷するまでの
6892781 各種作業（立ち仕事になります）。
花・植物栽培・ガーデニングに興味のある方歓迎！植物は手を掛け、汗を流した分よい苗が育ちます。
6894281 私たちと一緒に汗を流してもらえる意欲のある方の応募をお待ちしています。
手掛けた建造物が将来に残る、やりがいのある仕事です。生コンクリートを特殊ポンプ車を使用し所定の型枠内に打

正社員

7435881 ち込む作業です。主に東信地域の工事となります。未経験の方も実務を通じ丁寧にご指導いたします。

パート

7436281 全教育の実施。その他庶務・雑務。建設会社等での実務経験のある方を希望します。

正社員

7506281 す。入社後、必要な免許・資格等は会社負担にて取得可能です！

一般貨物自動車運送 ユニットハウス据付作業員 正社員
業、産業廃棄物集収運
搬業 事故車・故障車 トラックドライバー
正社員
のレッカー作業、修理・
鈑金、土木建築、山林 地盤改良施工管理・現場作業 正社員
事業

株式会社長野三洋化成
東御市滋野甲2305
0268-62-1631

正社員

花・野菜の栽培管理

レッカー業務

ペットボトルの金型設計、金型の３次元モデルの作成、加工方法の立案加工プログラムの作成など。

機能性プラスチック材料の製造、粒状プラスチック製造装置の操作・原材料供給・袋詰め・積み付け作業・工程内の

正社員

フルタイムパート

花苗、野菜苗の生産

長門運輸株式会社

旋盤・NC・マシニングセンタ・研削盤・ガンドリルマシンを使って金型部品を加工するお仕事です。

正社員

東御市八重原3533-696
0268-67-0290

東御市和1418-2
0268-63-7615

希望する人材・仕事内容など
求人番号
20040正社員 6399381 ３ｔ、４ｔ、６ｔ車での県内配達。フォークリフトによる積込、荷降ろしもあり。
正社員 6397181 輸出入通関、保税に関する入力、検証業務。輸出入貨物の検品作業。
正社員 6402081 県内及び日本全国を対象とする企業への運送営業。

雇用形態

コンクリート圧送工事現場の安全パトロール・巡視。ゼネコン等の安全会議への出席（２・３回/月）社内従業員への安
故障車等のレッカー作業、現場応急修理、整備工場にて自動車修理全般。夜間出動あり、業務的に体力を要しま

7507181 国内一流メーカーのハウスユニット据付け業務。入社後、必要な免許・資格等は会社負担にて取得可能です！
国内一流メーカーのハウスユニット運搬（４ｔ及び６ｔ専用車の運転等）及び付随作業。

7508081 県内が主となります。入社時に中型免許の取得でも可能です。

ハウスメーカー・工務店より依頼された地盤調査・改良業務となります。施工管理及び現場作業業務。バックホーオペ

7509381 レーター兼作業、地盤改良機オペレーター兼作業、土木作業、地盤調査、積算業務。

クレーン作業 。例えば、鉄骨建築現場にて鉄骨の吊り上げ作業、河川にてテトラポットを吊り上げる作業などをしてい

クレーンオペレーター

正社員

7510581 ただきます。現場は主に東信地区です。入社後、必要な免許・資格等は会社負担にて取得可能です！

営業職

正社員

7500681 担当する納品先へ新製品の案内、価格の折衝、顧客対応。営業エリアは県内をはじめ隣県エリアとなります。

製造職

正社員

7501981 信のある方を募集しています。

倉庫管理

正社員

7502581 す。

総合職（営業系）（★）

正社員

8567181 客に対して営業活動や新規ルートの開拓。

正社員

7497081 花壇用苗の生産も多く、ここで作られた苗は北海道～沖縄まで全国で利用されています。温室内での作業となりま

プラスチック製品の原材料であるコンパウンドの製造に従事していただきます。原料の投入作業等もあり、体力に自
工場で出来上がった製品等を倉庫へ運びます。扱う製品の数が多いので正確に素早く動ける方をお待ちしていま
管理業務と同時に営業活動を行います。生産現場においての工程管理や品質管理の窓口としての業務。既存の顧

株式会社長野セルトップ
東御市鞍掛1172-14
0268-64-5141

切花生産者向け花苗の生
花・野菜苗の栽培管理
産

株式会社ニチイ学館
東御市加沢1174-2
0268-23-3640

サービス提供責任者
医療関連、介護・ヘルス 介護職員
ケア・教育・保育等
訪問ヘルパー
一般事務

（株）サカタのタネ（東証第１部上場）の子会社です。主に花の業界で人気上昇中のトルコギキョウ苗の生産を中心に
す。ホームセンター等で販売のポット苗よりさらに小さな幼苗の生産です。
ヘルパー管理及び指導、顧客管理、連絡調整業務、管理者補佐。相談の上、上田住吉・こさと・とうみのいずれかの

正社員

7595481 事業所になります。

パート

7498381 デイサービスとうみの勤務となります。介護業務全般他、送迎添乗業務あり。
生活援助、身体介護、帳票作成、障がい者支援サービス、家事代行サービス等。資格がなくても対応可能なサービス

パート

6852881 があります。相談の上、上丸子・かわべ・とうみのいずれかの事業所になります。
フルタイム 7311581/ 電話対応、請求事務、勤怠入力、書類作成など、月数回上田支店まで出かけることがあります。女性の社会進出にも
・パート 7312481 注力しています。

株式会社日弘ヒーティング 東信営業所
東御市鞍掛537-4
0268-62-5711

冷暖房、換気設備の設
冷暖房・空調工事
計・施工

日信工業株式会社
東御市加沢801
0268-61-0036

２輪ブレーキシステム設計

ヒカリ素材工業株式会社

株式会社ブリヂストンタイヤサービス信州
東御市鞍掛522-1
0268-24-3333

東御市滋野2182-3
0268-64-2282

宮原酸素株式会社
東御市本海野1708
0268-62-0888

7051081 ４輪車サスペンション製品の設計・開発業務を担当していただきます。部品設計経験者、バイク・車好き大歓迎です。
４輪車自動車用ブレーキの鋳造・加工・組立業務を担当していただきます。適性を見て配属を決定します。製造現場

7203381 にて上を目指していきたい方大歓迎です。

国内営業拠点での拡販及び新規顧客開拓営業。２輪車・４輪車用製品の見積書作成、顧客との価格交渉業務、新規

8350381 開発や受注に関わる、社内／客先との調整業務。

特許取得業務（特許申請手続き・法律知識が必要です）、設計者との技術的ヒアリング、弁理士や客先・取引先知的

新素材、アルミ合金を
主体とする合金粉末の 機械メンテナンス
製造

正社員

6865681 の知識が必要になります。

大型トラック、バス及び
サービススタッフ
建設重機のタイヤ販
売・組み替え・修理

各種車両タイヤから大型車用のタイヤの直販部門としてブリヂストンタイヤ信州販売㈱より独立した会社です。伊藤
正社員
7499681/ 商会グループの一社でタイヤ館・ミスタータイヤマンの経営なども行っています。
及び
8821481 仕事内容は、各種車両のタイヤの履き替え作業、専用機械を使ってタイヤとホイールの組み替え作業、商品の入出
ｱﾙﾊﾞｲﾄ
庫等となります。経験者大歓迎！

商品開発・設計
メッシュフェンス・門扉・ 経理事務
スペースガード・太陽光
パネル架台等の製造 製造業務

業務用インクジェットプ 組立・検査
リンタ・カッティングプ
ロッタ・ソフトウエア等の 生産管理
開発・製造・販売
部品製造・金属加工
工業用・医療用等各種
産業用ガスの製造・販 総合職
売・供給設備の施工等
仕分け作業
（朝又は夕方）

ヤマト運輸株式会社 東御支店
東御市滋野乙1765-6
080-6698-3055

２輪車の「止める」機能を応用し、安全・安心に貢献するための先進ブレーキシステムの設計業務担当していただきま

7052381 す。設計経験者、バイク・車好き大歓迎です。

8692981 財産担当者との連絡・調整等のコミュニケーション※即戦力となる、実務経験者を求めています。

製造・検品・梱包作業

株式会社ミマキエンジニアリング

正社員

正社員

株式会社ミクニ
東御市鞍掛1204-3
0268-62-1808

6703481 ンテナンス提案及び作業)業務を担当していただきます。未経験者でも先輩社員が丁寧に指導致しますので安心して
スタートできます。知識やスキルが身につく充実した仕事内容です。

正社員
ABSやﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞﾃﾞｨｽ アルミ製品設計
ｸﾌﾞﾚｰｷなど４輪車用及
正社員
び２輪車用の様々なブ 工場生産スタッフ
レーキシステムを開発・
営業職(国内営業担当)（★） 正社員
製造
知的財産管理（★）

東御市加沢1313-1
0268-62-4357

一般住宅を中心に、冷暖房空調設備の設計・施工（機器の取付及び配管電気配線工事等）・管理(自社施工設備のメ

正社員

宅急便の配達、集荷と
営業
配達ドライバー
（昼間又は夜間）

金属の溶解設備および粉末の製造設備、振るい分け設備の機械メンテナンス業務をしていただきます。電気や機械
専用設備のため入社後に丁寧に指導致しますのでご安心ください。

各種フェンス・門扉等の商品設計・開発・試作品等の製作。即戦力となる、３ＤＣＡＤ実務経験者を求めています。入社

正社員

7516081 後は当社製品の知識習得等、試作の補助等から経験頂き段階を踏んでスキルを身に付けて頂きます。

正社員

7517381 付随事務及び作業。業務でパソコンを使用するためワード・エクセル等の基本操作の出来る方希望。

正社員

7380281 機械加工作業、材料の供給。未経験者歓迎。習得頂けるよう指導致しますのでご安心下さい。

パート

7515181 梱包作業等。作業は立ち仕事になります。重量物取扱はありません。女性も活躍している職場です。

正社員

7416981 事になります。

正社員

7390181 産業用プリンターの生産管理業務、社内システム、Ｅｘｃｅｌを使用しての実績の集計、分析・生産計画の作成。

正社員

7415681 業務用プリンター部品の製造業務。マシンオペレーター・高精度金属加工・板金作業。主に立ち仕事になります。

正社員

7493781 入社後、社内研修等で商品知識と業務内容を習得できるよう指導致します。

経理、会計事務、伝票の仕訳、入力作業、月次会計資料と月次関連データ及び各種書類の作成。電話応対、その他
各種フェンス製造自動ラインの作業、メッシュ・スチール等の金属フェンスの加工、製造、金属加工、塗装、溶接等の
各種フェンス及び部品製造自動ラインにおける作業、製造品の仕分け、製造品の検品（目視検査等）、製品の包装・
業務用プリンターの動作用基板修理・検査業務。はんだ付け電気ドライバーネジ締め作業等もあります。主に立ち仕

将来、事業の中核として活躍頂ける人材を求めています。
社内各部門の業務を教育研修として一定期間経験頂き、適性を見て配属を決定します。
業務に係わる各種資格は入社後順次取得して頂きます。

6720781/ 宅急便・メール便の仕分けと集配車への積込み。夕方の仕分け作業は30ｋｇ以上の重量物を扱う場合があります。夕
アルバイト
6718681 方の仕分け作業は9/10～10/10の間のみ。
6722281/
パート・
6721881/ 荷物の積み込み及び配達。一部パソコン端末入力作業あり。30ｋｇまでの重量物を扱います。
正社員
8823881

ラ テ ラ
ハンモック
株式会社La terra（長野営業所hammock） 広告デザイン、Web(制

東御市本海野1052
0268-71-6117

作・コンテンツコンサル Webデザイナー・
ティング・マーケティン プログラマー
グ）

東京に本社を置き、長野営業所（東御市海野宿内）でのWEB製作業務はもちろん、県内３ｹ所のコワーキングスペー

正社員

7443881 スの運営にも関わっており、場所にとらわれない自由な働き方を推進しています。

求人番号を指定して検索する場合、最初に『２００４０』（５桁）を入れた後に上記求人番号（７桁）を入力してください。
★印は、求人職種が変更／追加になりました。

やる気・コミュニケーション能力重視。

