
2022就職ガイダンスｉｎ佐久平参加企業早見リスト 「企業名：５０音順」

Ｎｏ 企業名 本社 事    業    内    容 採用職種 2023年3月卒
採用予定数

2022年3月卒
追加採用予定数 条件/学歴

既卒の
可否

Ｉ・Ｊターン
の可否

1 ㈱アーデン 小諸市森山 レトルト食品の製造
・製造に関する業務　・品質管理　・商品開発に
関する業務
・事務職（原材料発注、製品出荷、総務、経理）

６名 若干名 不問 可 可

2 浅間技研工業㈱ 小諸市耳取 自動車用部品等の鋳鉄部品製造
・技術職
・技能職

３～５名 ２名 不問 可 可

3 池田建設㈱ 佐久市横和 総合建設業 施工管理、設計 ３名 ３名 不問 可 可

4 ㈱池の平ホテル＆リゾーツ 立科町芦田
総合レジャー業（ホテル、遊園地、スキー場、レストラン、美術
館他）

・接客サービス全般業務　・調理師 若干名
若干名

（調理師）
大学院　大学　短大　高専　専修　高校 可 可

5 上田信用金庫 上田市材木町 信用金庫法に基づく金融業
・営業店業務職員
・本部業務職員

１２名 なし 大学　短大　高専　専修　工科短大 可 可

6 ㈱エイエスケイ信州工場 東京都千代田区
工業用部品（直線運動ベアリング）並びに、その周辺装置の製
造、販売、及び輸出入

営業事務・営業・技術開発・製造・配
送・貿易事務

若干名 若干名 不問 可 可

7 ㈱エールシステム 小諸市市 ソフトウェア開発業 ・プログラマー １名 １名 不問 可 可

8 エフビー介護サービス㈱ 佐久市長土呂
高齢者介護施設の運営
福祉用具のレンタル・販売・住宅改修

営業職・介護職・栄養士・管理栄養士 ２０名 ５名 不問 可 可

9 エムケーカシヤマ㈱ 佐久市小田井
・自動車用ブレーキシュー、ブレーキパッドの製造販売
・産業機械、建設機械用ブレーキ部品の製造販売

開発職 ５名 １名 不問 否 可

10 岡谷酸素㈱ 岡谷市幸町 各種高圧ガスの製造販売、ガス関連機器の販売 ・総合職（営業職、技術職、事務職） １０名 若干名 大学院　大学　短大　高専　専修　工科短大　技専校 可 可

11 OKIネクステック㈱小諸事業所 埼玉県所沢市
EMS事業（電子機器の設計から製造までを受託・支援するサー
ビス）

・開発設計　・製造技術　・営業　・管理
（生産計画、資材調達等）

５名 なし 大学院　大学　短大　高専　専修　工科短大　技専校 可 可

12 ㈱カウベルエンジニアリング 佐久市長土呂 電子機器等の開発（ソフト・ハードウェア設計）、製造
プログラマー、システムエンジニア、回
路設計、生産技術、製造

４名 なし 大学院　大学　短大　高専　専修　工科短大 可 可

13 樫山工業㈱ 佐久市根々井
ドライ真空ポンプ・真空応用機器・スノーマシン・スキーリフトの
開発・製造・販売

設計開発、技術サービス、営業、調達、
一般事務

１０名 なし 大学院　大学　短大　高専　専修　工科短大 否 可

14
(福)からし種の会
緑の牧場学園

佐久市八幡 障がい者支援施設 ・生活支援員　・栄養士 ５名 １名 大学院　大学　短大　高専　専修 可 可

15 ㈱キザキ 小諸市加増 スキーポール、ウォーキングポール、バットなどの製造 ・製造　　・営業　　・開発 ２名 なし 不問 可 可

16 ㈱木下組 佐久市中込 総合建設業 技術職（総合職） ２名 １名 不問 可 可

17 木下建工㈱ 佐久市下小田切 コンクリート構造物・建築物の長寿命化施工 総合職、技能職 各２名 １名 不問 可 可

18 旧軽井沢ゴルフクラブ 軽井沢町軽井沢 ゴルフ場 ・キャディ ２名 ２名 不問 可 可

19 （医）　恵仁会 佐久市中込
医療：病院・無床診療所　保健：検診・人間ドック
福祉：介護老人保健施設・通所リハビリ・デイサービス・グループホーム・訪
問リハ・訪問介護・訪問看護

介護職６名・看護師２名・薬剤師１名・
本部事務１名

１０名 介護職２名 大学　短大　専修 可 可

20 (福)敬老園 上田市常磐城 高齢者介護施設　他福祉事業 ・介護職
介護職30名
調理職3名

介護職5名 不問 可 可

21 ㈱コガネイモールド 佐久市小田井 精密樹脂金型・プレス金型・部品加工・成形品の設計及び製作 機械加工技術者他 ３名 ２名 不問 可 可

22 ㈱コミヤマ 小諸市市
生産用機械器具製造業（鍛工品の製造、加工）
建設機械部品、産業機械部品、産業車両部品、農業機械部品等

・鍛造型打業務（ハンマーマン）　・機械加工
（NC/MCオペレーター）
・金型設計　・設備係（条件あり）

４～５名
１～２名（鍛造型打業務

（ハンマーマン）、
NC/MCオペレーター）

不問（設備係条件：電検3種資格保有又は学校在学
中に電検3種取得に必要な学科を修了していること）

可 可

23 ㈱小宮山土木 立科町牛鹿
土木工事全般、橋梁、道路、トンネル等の新設及び補修補強
工事

・土木技術者候補 ５名程 １名程 不問（要普通自動車運転免許） 可 可



2022就職ガイダンスｉｎ佐久平参加企業早見リスト 「企業名：５０音順」

Ｎｏ 企業名 本社 事    業    内    容 採用職種 2023年3月卒
採用予定数

2022年3月卒
追加採用予定数 条件/学歴

既卒の
可否

Ｉ・Ｊターン
の可否

24 (福）佐久平福祉会 佐久市長土呂 高齢者介護 介護（将来の相談員志望者も含む） ６～１０人 ６～１０人 不問 可 可

25 ㈱真田 上田市古里 機械工具、工作機械、工業用品　の卸業 営業職（ルート営業） ３名 ３名 大学 可 可

26 ㈱サワイ 佐久市小田井 機械金属加工製造業 製造エンジニア ３名 １名 不問 可 可

27 ㈱三映電器製作所 小諸市柏木 各種コイル、駅務機器、制御盤、メカトロ機器等の製造
・技術職
・製造職

３名 なし 不問（工業系卒の片優遇） 可 可

28 三映電子工業㈱ 小諸市和田
マグネットワイヤーの開発・製造、各種コイル・小型モータの設計・製
造、システムの開発　他

・技術職（設計、開発、生産技術、品質管理、シ
ステム開発）
・技能職（機械オペレーター）　・営業職

５名 ２名 不問 可 可

29 ㈱システム・ワン 佐久市小田井 産業用機器、計測装置、試験装置等の開発・設計・製造
機械設計、ソフトウェア開発設計、電気
電子設計、品質管理、組立配線

３名 ２名 大学院　大学　短大　高専　専修　工科短大　技専校　高校 可 可

30 シチズン時計マニュファクチャリング㈱ 埼玉県所沢市 各種時計類及びその部分品の製造 技術職、事務職（各工場による） １５～２０名
（全社の採用予定数）

なし 不問 可 可

31 ㈱シナノ 佐久市岩村田
杖・ステッキ、スキーポール、トレッキングポール、ウォーキングポールの製
造販売／レジャー用品の輸入販売／FRP複合引抜材の製造・販売／キャ
ンプ用品製造販売

営業職／製品開発職／製造職　※ご
本人の適性を見て判断します

２名 なし 不問 可 可

32 篠原会計事務所 佐久市臼田 税理士事務所 監査担当　税理士補助業務 １名 なし
大学院　大学　短大　専修

監査担当者　法、商、経ほか　財務、経営に関心のある方
入所迄に日商簿記２級の取得が必要です

可 可

33 嶋屋種苗㈱ 佐久市臼田
野菜・花の種苗、農業資材の卸売・小売販売、農業産地のJA
等を中心に

事務職・営業職 ２名 １名 不問 可 可

34 ㈱シャトレーゼリゾート八ヶ岳 南佐久郡川上村 娯楽サービス業（ホテル／ゴルフ／スキー）
フロント、レストラン（厨房、サービス）、
工場

５名 ５名 不問 可 可

35 昭和電機産業㈱ 長野市三輪荒屋
電設資材、産業機器、空調システム、情報通信機器の総合卸
販売

営業職（ルートセールス） １０名 なし 大学　短大　高専　専修　工科短大　技専校 可 可

36 新日本警備保障㈱ 長野市上千歳
警備業（施設警備・機械警備・貴重品運搬警備・交通雑踏警
備）

警備職・技術スタッフ ６名 ３名 不問 可 可

37 鈴与マタイ㈱ 佐久市中込
クラフト紙袋の製造・販売、金属製品の委託製造・販売
太陽光発電システムの設計・施工・販売

総合職 ２名 なし 大学院　大学 可 可

38 大進建設㈱ 佐久市中込 総合建設業、宅地建物取引業、一般貨物自動車運送事業 建築、土木施工管理 ２名 ２名 不問 可 可

39 ㈱高見沢サイバネティックス 東京都中野区
1.各種自動券売機の製造及び販売　2.各種自動化システム端末機の製造及び販売
3.その他電子機器の製造及び販売　4.システム設計、ソフトウエア業務、その他コン
サルティング業務の請負

技術職 ５名 １名 大学院　大学　短大　高専　専修　工科短大　技専校 可 可

40 ㈱武重商会 上田市常田
県下14ヶ所の直営給油所を軸に、LPガス・太陽光発電等の総合エネル
ギー事業をはじめ、リフォーム・損害保険・自動車関連事業などを展開して
います。

本社スタッフ、給油所スタッフ、プロパン
ガス販売員

４名 ４名 大学　短大　高専　専修　工科短大　技専校　高校 可 可

41 ㈱竹花組 佐久市望月
・総合建設業
・建設関連資材の製造販売（生コン、アスコン、砕石）

・施工管理職（土木／建築）　・生コン試
験室
・総合職（営業／総務）　・現場作業員

８名 ４名 不問 可 可

42 竹花工業㈱ 小諸市南町 総合建設業
・土木現場施工管理
・建築現場施工管理

６名 ４名 不問 可 可

43 立科金属㈱ 立科町芦田 各種内燃機用ピストン製造
・間接スタッフ（生産技術、生産管理、品質管
理、総務経理）
・機械オペレーター　・外観検査員

５名 ２名 大学　短大　高専　技専校　高校 可 可

44 千曲バス㈱ 佐久市野沢 道路旅客運送業
事務職（高卒は不可）、運転者候補、バ
スガイド、整備士

若干名 若干名 大学　短大　工科短大　高校 可 可

45 ㈱ツルヤ 小諸市御幸町 食品スーパーマーケット ・販売職 ８０名 要相談 不問 可 可

46
㈱TJKリゾート
（アルペンドルフ白樺）

東京都千代田区 東京都情報サービス産業健康保険組合直営保養施設の管理及び運営 ・サービススタッフ（フロント、レストラン） ３名 なし 不問 可 可

47 ㈱東京マイクロ 佐久市原 マイクロモーターの開発・製造 総合職 ２名 １名 大学　高専 可 可
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48
トヨタユーグループ
（㈱トヨタレンタリース長野）

長野市南石堂町
・トヨタ車、レクサス車、VW車の販売　・中古車の販売
・レンタカー貸出業務、カーリース営業　等

・レンタル業務、カーリース営業 若干名 若干名 不問 可 可

49 ㈱ナガオカ製作所 立科町芦田 プリント基板搬送装置、設計、製造、組立サービス
・開発（メカ設計、ソフト設計）　・組立
・加工・事務　・営業

５名 ３名 不問 可 可

50 長野県パトロール㈱ 小諸市御影新田 警備、防災、ITソリューション、福祉ケアの4つの事業 ・警備職　・営業企画職 １０名 ３名 不問 可 可

51 長野吉田工業㈱ 佐久市中込 プラスチック容器の製造・販売 製造職・技術職・事務職 ５名 ２名 不問 可 可

52 ㈱新津組 南佐久郡小海町
総合建設業、不動産売買、ミサワホーム
OMソーラーハウス、SE構法住宅、各種リフォーム工事

現場監督補助、現場作業担当、総合事
務、設計職

５名 なし 不問 可 可

53 日精エー・エス・ビー機械㈱ 小諸市甲 ストレッチブロー成形機などの開発、製造、販売 ・技術系（設計職） ５名 なし 大学院　大学　短大　高専　専修　工科短大　技専校 可 可

54 ㈱パスカル 佐久市猿久保 ソフトウェア開発、自社製品の開発・販売、ITソリューション等
システムエンジニア、WEBデザイナー、
営業、営業事務、総務人事

６名 なし 大学院　大学　短大　高専　専修　工科短大　技専校 可 可

55 畑八開発㈱
南佐久郡
佐久穂町

総合建設業、試験業務（土木舗装関連）、空撮業務、
アスファルト合材の製造・販売、宅地建物取引業

技術職（土木施工管理・建築施工管理）
総合職（管理・事務・営業）

２名 １名
学部・学科不問、普通自動車免許

大学院　大学　短大　高専　専修　工科短大　技専校
可 可

56 防衛省自衛隊　自衛隊長野地方協力本部　上田地域事務所 長野市旭町
官公庁等に関する業務及び募集、広報、国防、災害救助活
動、国際貢献活動

約150名 不問（18歳以上33歳未満の男女） 可 可

57 ㈱堀内組 佐久市臼田
建築工事業、土木工事業、民家再生事業、不動産業、
建築設計業、エースホーム代理店

建築技術者、土木技術者、営業 ３名 １名 不問 可 可

58 ㈱丸信製作所 佐久市根岸 輸送用機械器具（自動車用金属部品）
技術系、品質管理系、製造ラインOP、
生産管理など

３名 なし 不問 可 可

59 三矢工業㈱ 立科町芦田
総合建設業（木造住宅建築、リフォーム、別荘建築、一般建築工事、
一般土木工事、エクステリア工事、不動産業等）

・土木技術職　・建築技術職　・建築設
計　・営業職

３名 １名 不問 可 可

60 ㈱ミネロン　信州工場 大阪府八尾市 合成樹脂製品の製造販売 成形オペレーター、生産技術 ３名 ３名 不問 可 可

61 ㈱モテキ 佐久市中込
ドローン・３Dレザースキャナー・GPS等最新の測量機器を用いて調査測量
を行い、災害復旧・道路・河川・上下水道等のインフラ整備の設計業務を
行っています

測量、土木設計、IT、CIMの技術者 ２名 ２名 大学院　大学　短大　高専　専修　工科短大　技専校　高校 可 可

62 ㈱ユウワ 小諸市西原 小型精密プラスチック金型加工及び成形
生産管理、品質管理、金型設計、金型
部品加工、成形技術、生産技術

５～６名 なし
不問（入社までに普通自動車運転免許取得／AT限

定可、通勤用）
可 可

63
(医）栁泉会
栁橋脳神経外科
（介護老人保健施設メディトピア小諸）

小諸市諸
栁橋脳神経外科（有床診療所、介護医療院）、宅幼老所、
介護老人保健施設、ヘルパーステーション、グループホーム、
サービス付き高齢者住宅 介護職 若干名 若干名 不問 可 可

64 ㈱ロイヤルオートサービス 松本市村井町南
自動車（新車・中古車）販売・自動車整備・自動鈑金塗装・
レンタカー・保険代理業務

総合職、専門職 ５名 ２名 大学院　大学　短大　高専　専修　工科短大　技専校　高校 可 可

65 ㈱渡辺作意商店 小諸市与良町 農業機械・肥料などの販売、修理 技術職 １名 なし 不問 可 可


