5月実施

長野県オンライン企業セミナー参加企業連絡先

採用URLまとめ

気になる企業があればぜひ気軽に連絡をしてみましょう!!
採用サイトURL

会社名

問い合わせ先メールアドレス

1 INC長野ケーブルテレビ

https://www.nagano-inc.co.jp/recruit/graduate/

2 アイネット

https://wp.inett.co.jp/

3 アルティメイトプロジェクト

https://www.upc.co.jp

s_matsuzaki@upc.co.jp

4 イングスシナノ

https://www.ings-s.co.jp

sizue-i@ings-s.co.jp

5 エデュカルモチベーションズ

https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp244267/outline.html

jinji@educal-motivations.com

6 エムケー精工

saiyo@nagano-inc.co.jp

問い合わせ先 担当者

026-233-3600
0263-28-4000
0266-52-9458
0266-27-8851
0120-954-997

jinji@hq.mkseiko.co.jp

7 オーイケ

http://www.ooike.net/recruit/

saiyou@ooike.net

8 岡谷組

http://okayagumi.co.jp

office@okayagumi.co.jp

9 オンアンドオングループ

recruit@onandon.jp

10 カウベルエンジニアリング

http://www.cowbell.co.jp/

recruit@cowbell.co.jp

0263-98-5761
0266-23-5671
03-3328-4608
0267-67-1511

池田・市川
島村
松崎志保
伊藤しずえ
人事課

根本・飯泉

人事部

山﨑・山岸・中島

総務課

大池・清水

総務部
笠原（かさはら）
・柳平（やなぎだいら）
倉知誠
武井孝麿

11 角藤

https://www.kakuto.co.jp/recruit/

jinji@kakuto.co.jp

12 鹿熊組

http://www.kakumagumi.com

鹿熊弘

13 カワイ精密金属

kakuma.hiroshi@kakumagumi.com 026-235-3311

http://www.kawaiseimitsu.co.jp/saiyou/index.html

mitsuihi@kawaiseimitsu.co.jp

松本工場管理課

15 協和精工

www.kyowaseiko.jp

h.hashiba@kyowaseiko.jp

16 栗林製作所

https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp85228/outline.html

saiyo@k-kuri.jp

14 キッツ伊那工場

026-221-8141
0263-27-2277
0265-78-1111

17 社会福祉法人敬老園

https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp90457/outline.html

jinji@keiroen.or.jp

18 ゴコー電工

http://www.goko-denko.co.jp/news/entry-227.html

goko@goko-denko.co.jp

19 五千尺ホテル

https://gosenjaku.com/recruit/

jinji@gosenjaku.co.jp

20 社会福祉法人この街福祉会

https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp215964/outline.html

saiyou-konomachi@email.plala.or.jp

21 小諸村田製作所

https://corporate.murata.com/ja-jp/group/komoromurata

komorojinji@murata.com

22 サクセン

https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp87477/outline.html

sohmu@sakusen.co.jp

23 三映電子工業

https://naganavi.shinmai.co.jp/job/data.php?c=2021_job&item=j_2021_0271

info@san-ei-elt.co.jp

24 社会福祉法人サン・ビジョン

https://sun-vision.or.jp

nagano_jimucenter02@sun-vision.or.jp

25 三葉製作所

https://job.rikunabi.com/2021/company/r897600086

katsuhiko.sato@mitsuba-ss.co.jp

26 自衛隊長野地方協力本部

https://www.mod.go.jp/pco/nagano/boshu/
recruit@s-sawayaka.or.jp

28 春蘭の宿さかえや

sakaeyarecruit@gmail.com

29 信越車体

http://www.shinetsusyatai.co.jp/

h.higuchi@shinetsusyatai.co.jp

30 信州上田農業協同組合

https://www.ja-shinshuueda.iijan.or.jp/

jinji01@ued.nn-ja.or.jp

31 諏訪赤十字病院

http://www.suwa.jrc.or.jp/

jinji@suwa.jrc.or.jp

32 セコム上信越

https://www.secom-joshinetsu.co.jp/recruit/

secomj-jinji@secom.co.jp

33 有限会社タイム社

http://www.time-inc.jp

info@time-inc.jp

34 太陽工業

https://www.taiyo-ind.co.jp

daichi_natori@taiyo-ind.co.jp

35 東京精電

www.tokyo-seiden.co.jp

k-sato@tokyo-seiden.co.jp

36 DOWAパワーデバイス

https://www.dowa.co.jp/metaltech/

higasht1@dowa.co.jp

37 トヨタカローラ南信

https://www.tc-nanshin.co.jp

akahane_fu@ntp-g.com

38 トライネット

http://www.try-net.co.jp/careers.html

saiyo@try-net.co.jp

橋場浩之

0268-28-1170

本部 人事・教育研修部 人事課
下村・山口

0268-82-3150
0266-62-5283
0263-95-2111

0266-54-1654
0267-22-4111

0263-25-1802
0267-22-2390
0263-51-6216
0268-24-3131
0265-84-1311

0269-33-2531

090-7212-3009
0268-25-7800
0266-57-6120
025-281-5035
0267-63-7890
0266-58-7000

大久保

樋口絵美
砂押博之
松本巧（まつもとたくみ）
事務課採用担当
総務部

稲葉雄二

総務部

小林

佐藤克彦
自衛隊長野地方協力本部
法人本部

塩澤美佳

新穂杏奈
樋口博一
窪田
人事課

阿部透

人財採用部

0263-25-9020
0265-53-3366
0120-314-031

林・名取
佐藤

東田孝徳
赤羽史彦
知久

省吾

https://www.police.pref.nagano.lg.jp/
http://www.naganokouzai.com

竹下将司

41 長野商工会議所

naganokouzai@naganokouzai.com 026-285-2231

http://www.nagano-cci.or.jp/newsinfo/202041826.html

ncci@nagano-cci.or.jp

更級伸彦

026-227-2428
026-227-3161

北垣かおり

福島敬和

総務部

0263-53-0770

警務課警察職員採用センター

関谷沙織

43 ナガノトマト

https://www.naganotomato.jp

jinjibu@naganotomato.co.jp

44 日本通運長野支店

https://naganavi.shinmai.co.jp/job/data.php?c=2021_job&item=j_2021_0293

mi-moriya@nittsu.co.jp

45 平出精密

https://www.hiraide.co.jp

saiyo@hiraide.co.jp

46 フクザワコーポレーション

http://www.fukuzawa.co.jp

saiyo@fukuzawa.co.jp

47 フジカーランド上田

https://www.fujicar.info/recruit/

jinji@fujicar-net.co.jp

48 社会福祉法人平成会

http://www.heisei-kai.jp/

y.miyazawa@heisei-kai.jp

49 マイクロテック

https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp66994/outline.html saiyo@microtech.co.jp

管理本部業務部

50 マルヤス機械

http://www.maruyasukikai.co.jp/recruit/

t-itayama@maruyasukikai.co.jp

総務課

板山

51 三矢工業

https://mitsuyakogyo.co.jp/recruit/

umebori@mitsuyakogyo.co.jp

総務部

梅堀恭佑

52 ユウワ

https://job.rikunabi.com/2021/company/r418900006/

n-yamanoue@yuwa-net.co.jp

53 ユリーカ

https://recruit.viva-eureka.com/

yamaoka.masaki@viva-eureka.co.jp

54 ライフケア

http://www.lifecare-recruit.com

lifecare@gol.com

55 ロゴス

www.logos.co.jp

soumu@logos.co.jp

56 ワイズ

http://www.wise.co.jp/recruit

saiyo@wise.co.jp

田中

長野エリア人事部 中谷かおり

39 長野県警察

sekiya@nagano-daihatsu.co.jp

松井洋

伊那総務人事グループ 小川・小林

40 長野鋼材
42 長野ダイハツモータース

山岸

0265-35-8288

026-233-2100

27 社会福祉法人しなのさわやか福祉会 http://s-sawayaka.or.jp

総務部企画人事課

管理部

桑原

026-229-0202
0266-22-8866
026-263-8111

0268-22-5959
0263-51-6610

0267-56-2233
0267-25-8001

080-1035-7469
026-269-8740
026-291-8587
026-266-0710

平出琢磨

藤森垣男

採用担当

藤田

久保佳奈子
人事部人事管理課

採用担当
山岡正樹
水澤
若林
採用担当

山之上

宮澤優一
秦野絵里子

