
事業所名 業種 事業所所在地 実施の有無 実地時期 企業紹介や実施内容の詳細 その他

1 小木曽建設㈱ 建設業 飯田市座光寺
6663-5

4.希望があれば
検討 通年

将来の飯田下伊那の発展と当社を担う方を募集中。
当社は中堅規模の建設会社で、高い向上心を持ち切磋琢磨して任された業務
をしています。
当社の伝統と高い技術を引き継ぎ、飯田下伊那の発展は私に任せて！という方
を募集しています。
少数精鋭だからこそ、チャンスのあるところです。
道路・橋梁などをつくる、地図に残る仕事をしています。
趣味やプライベートも大切にしながら、地域で誇りを持った仕事が長くできる元
気な企業です。

・ご希望する職種（現場施工管理・現場施工・営業・アスコン生産技術者など）に
合わせて帰省時や日帰りで会社見学と就業体験が可能です。事前にご連絡い
ただければ柔軟に対応させていただきます。・開催日時:随時　学生さんのご都
合に合わせて1日～2日（コロナの状況で判断します）・会社ホームページの求人
情報に、動画や写真が多数掲載されていますのでご覧ください。

2 ㈱協和精工 製造業 高森町山吹
1646-5 1.実施予定あり 随時

「海洋から地上そして宇宙まで」幅広い分野でものづくりをしています。
主力は、”無励磁作動ブレーキ”産業用ロボット等に使用される保持用のブレー
キで、開発設計、製造、販売まで行っているメーカーです。
次は、精密部品切削加工事業です。半導体製造装置用部品、医療検査装置用
切削部品を手掛けています。
実施内容はご希望をお聞きし検討致しますので、先ずはお気軽にご連絡くださ
い。

3 山京インテック㈱ 製造業 飯田市時又127 1.実施予定あり 通年

機械加工の体験では、NC旋盤で金属コマの製作を行います。デザインや材質を
変えながら、長く回るコマを模索してもらいます。
システム開発体験では、Android アプリの作製を行います。ストップウォッチや電
卓などレベルに合わせた内容を用意しています。
他にもアーム型ロボットの制御体験や電子機器の組み立て体験など希望に応じ
て対応します。
社員との座談会なども行いますし、会社説明や見学のみも対応します。

電子機器開発・製造、機械加工、システム開発の事業を行っています。
電子機器開発・製造では、ノイズフィルターやRFID機器・ラベル検査装置などを
開発・製造しています。
機械加工は、NC旋盤やマシニングセンターを中心とする工作機械で、ロボットや
航空機の金属部品を製造しています。
システム開発は、バーコードやRFIDを利用した企業向け省力化システムの開発
を行っています。

4 信菱電機㈱ 製造業 飯田市久米29-4 1.実施予定あり 通年

企業紹介：大手家電メーカー製品を中心に、家電製品・用品機器・レジャー用品
・自動車部品などの設計・開発及び製造を行う企業として幅広く事業展開してい
ます。製品の企画開発・設計から部材・部品調達、完成品組立、出荷まで自社
にて行う一貫生産企業（ＯＤＭメーカー）です。実施内容：会社概要説明、工場見
学、製造体験（実施できない場合があります）など

5 多摩川精機㈱
電気機
械器具
製造業

飯田市大休1879 1.実施予定あり  8月、9月、12月
（予定）

多摩川精機は、生活しやすい環境に暮らしながら、航空・宇宙・次世代自動車等
の将来性の高い分野で世界のトップメーカーを相手にした「最先端のものづくり」
に携わることのできる企業です。定期昇給、産休育休、介護休暇等、ライフス
テージの変化に対応できる福利厚生の充実を図り、安心して長く働くことのでき
る環境を整えています。

個別に日程調整することも可能です。体験内容についてもご希望がありましたら
お気軽にメールにてご連絡いただければ幸いです。



6 津具屋製菓㈲ 菓子絵
製造

高森町山吹
1646-12 1.実施予定あり

今を遡ること400年、安土桃山時代武田信玄のもとに菓子を納めていた「菓子
司」知久家が「つぐや」のルーツです。時を経て嘉永2年、（1849年）に創業し、昭
和29年法人として「津具屋製菓有限会社」設立、飯田下伊那地域の菓子文化を
守り続け、現在に至っています。インターンシップでは、午前中「会社説明」「会
社見学」・午後パティシエの指導で「菓子作り」を体験していただきます。

リクナビ2023募集の日程が合わない場合は電話・メールで問い合わせ下さい。

7 東海興業㈱下條工場 製造業 下條村睦沢2550 1.実施予定あり 10～2月
会社概要をパワーポイントを使いながら、ご説明させていただきます。
また、実際に工場を見ていただきたながら、目と肌で会社内を感じてたっていた
だける機会をつくらせていただく予定です。

何かご不明な点等ございましたら
人事部の村上、貝原まで
ご連絡いただけると幸いです。
当社は「明るく正しく元気よく」をモットーに自由で何でも言い合える活気のある
社風です。

8 ㈱丸三建設 建設業 飯田市座光寺
3905-4 1.実施予定あり 随時

本社や豊丘支店を見学頂き実際にどういった仕事をしているか感じて頂きます。
また現場監督に同行して、1日の仕事の流れと内容を体験して頂きます。
建設現場では様々な工程があり、1つの物件が完成するまでに多くの職人さん
方の力が必要になります。皆思いを込めて作業をしておりますのでそういった部
分も肌で感じて頂ければと思います。

丸三建設は、昭和41年に阿部三男が創業した会社です。当初は製材をしながら
個人住宅を手がけていましたが、経済の成長と共に徐々に領域を広げて参りま
した。
現在では総合建設業として一般建築、公共工事の請負、住宅事業(クレバリー
ホーム)、不動産事業(ハウスランド)、リフォーム事業(まるさんリフォーム)を行っ
ています。
お客様のご満足のために社員のみんなが一生懸命良い仕事をすることが地域
にも貢献ができると信じています。

9 丸西産業㈱ 卸売業 飯田市松尾明
7581-1 1.実施予定あり  8月上旬～9月

上旬

新卒活動はリクナビを通じて全国的に採用を行っています。
直近では、8月上旬から9月上旬でインターンシップを行う予定です。
リアル開催とWEB開催の2パターンをご用意しました。リアル開催は東京のた
め、コロナの影響によりWEBに切り替える可能性があります。

10 昭和電設工事㈱ 電気設
備

飯田市育良町1-
21-5 1.実施予定あり 通年・10月ごろ 未記入



11 ㈱イイダアックス
家具装
備品製
造業

長野県下伊那郡
高森町上市田
277-1

1.実施予定あり
通年（ご相談によ
り対応いたしま
す）

当社は住宅機器、オフィス、施設家具、店舗什器等、今の生活の家具を生産し
ているメーカーです。大手メーカー様のカタログ製品を開発、デザイン～生産ま
で行い、素材から完成品の状態まで出来上がるのは魅力です。先進設備を使
い、高い技術力と高品質、また若い人達を中心に、工場改善に常に取組む企業
です。
会社説明から、工場見学、実際の生産作業の見学や、家具の企画～製品化す
るまでの流れの説明や生産体験もして頂けます。

12 長姫調査設計株式会社 測量業 飯田市今宮町4-
20 2.計画段階 随時

私たちは土木技術者として道路、河川など幅広い分野でその技術力を生かし測
量、設計を行っています。近年ドローンを使った上空からの写真測量や地上に
おいて360度全方向を測量できるレーザー測量などの最新機器も多く導入し、新
しい技術を積極的に取り入れています。インターンではドローンなどの測量機器
体験や、実際に完成した構造物の見学を行う予定でいます。詳細な事業内容は
HPをご覧ください。

13 ㈱山岸エーアイシー

製造業　
プリント
配線板
製造・販
売

下条村陽皐1608 2.計画段階 通年

当社は昭和３１年（1961年）の創業以来60年間、お客さまのニーズにこたえた製
品を提供し、事業の展開を進めてまいりました。
当社のプリント配線板は主に国内の車載、家電、住宅メーカー様と取引があり、
年商は約70億円です。
インターンシップでは会社概要の詳細説明、プリント配線板の作り方学習、職種
ごとの役割の説明、生産現場の見学を予定します。　

14 ㈱アイテク

パソコン
製造、
角度セ
ンサー
製造、シ
ステム
開発、シ
ステム
構築

下伊那郡喬木村
400番地113 1.実施予定あり 随時 当社の事業概要説明・各事業部説明と見学、希望により、PC修理体験、自動検

査OP体験、プログラミング体験など。会社見学や説明のみも対応します。
当社は、情報機器・精密電子機器の『製造事業』と情報システム構築・運用を行
う『情報システム事業』の両翼で、情報化社会の進化に貢献しております。

15 ㈱三和ロボティクス 製造業 飯田市川路
7576-3

4.希望があれば
検討 通年

ロボットシステムの開発製造と精密機器、部品の製造を行っています。体験業
務は、製造ラインでの加工、組み立て作業と、ITを使った製造品質データの分析
などを行っていただく予定です。



16 社会福祉法人　親愛の里
障害者
福祉事
業

4.希望があれば
検討 要相談

どのような障がいがあっても、誰もが、こころ豊かで幸せに生きることができるよ
うに障がいのある人、家族、地域を支援することを目的に設立した法人です。障
がいがあっても未来に向かって明るい見通しを持つことができる地域づくりを基
本に、長野県内は松川町・高森町・喬木村で総合的に多様なサービスを展開し
ています。皆さんのご希望により、法人の説明と見学・体験から事業も選択して
いただくことが可能です。

まずは、ご相談、お問合せください。

連絡先：社会福祉法人　親愛の里　総務課
担当：宮下
電話：0265-34-7120

17 ㈱ヒューブレイン 製造業 松川町生田877-
2 1.実施予定あり

①ロボットのプログラミングと実際に同左をさせて見る
②装置の組立作業体験
③CADを使って図面作成

18 NSKマイクロプレシジョン
株式会社 製造業 松川町元大島

２９５３

未記入ですが、
実施内容の意向
あり

19 ㈱ホンダカーズ信州
自動車
ディー
ラー

飯田市上郷飯沼
1847-1 1.実施予定あり  夏から冬

私たちホンダカーズ信州は、ホンダの正規自動車ディーラーとして、お客様に喜
んで頂けるサービスの提供に全力を尽くしています。少しでもその部分が伝わ
ればという思いを込めて、自動車ディーラーの1日を体験して頂ける内容で実施
予定です。営業職・受付事務・整備士のそれぞれの職種で募集します。

20 天恵製菓㈱ 菓子製
造 豊丘村神稲6855 1.実施予定あり 8月・1～2月

当社は1923年（大正12年）の創業以来、マシュマロやどら焼きといった『流通菓
子』の企画・製造・販売を行っています。和・洋・和洋折衷の多彩なお菓子を「安
心・安全・健康・おいしさ・たのしさ」の5つのキーワードを主軸に営業、製造、品
質管理が一体となって、お客さんに喜んで頂ける菓子作りに専念しています。社
是「愛」が示す通り、社員はみな仲間や家族、そして地域に暮らす人々の幸せを
思いやりながら、生き生きと働いています。



21 ㈱トライネット 建設業 飯田市松尾代田
573-1 1.実施予定あり 建設業の役割（建設業の社会的役割について）・会社説明・現場見学・PCを使

用した業務体験・実機を使用した測量体験・モデルハウス見学・質疑応答

22 南信スバル㈱

自動車
の販売・
点検・修
理

飯田市上郷別府
1381-1

4.希望があれば
検討

当社のテリトリーは長野県南部の比較的狭い地域ですが、スバル車は全国でも
トップクラスの市場シェアを誇っています。近年、21世紀の大いなる飛躍を期して
本社屋を新築移転しました。バリアフリー、環境にやさしい建物、県下最大級の
ショールームには豊富な展示車が並べられ、併設のカースポット飯田（中古車セ
ンター）では、高品質なスバル中古車が並べられ、お客様のお好みの1台をお選
びいただけます。また、サービスセンターでは、高度な技術を習得した整備士が
お客様のスバルライフをお楽しみいただけるよう、万全なアフターサービスに従
事しています。

23 文吾林造園㈱ 造園業 飯田市北方
3883-3

4.希望があれば
検討 通年 実際の現場を体験して、現実の造園を知っていただき、理解を深めていただく。

24 日邦電機株式会社　長野
工場

電気機
械器具
製造業

長野県下伊那郡
松川町元大島
2954-6

4.希望があれば
検討

学生さんから希
望があった場合
に随時

弊社は1954年の設立以来、精密小型モーターとギアヘッドひと筋に取り組んで
おり、60年以上にわたり培ってきた豊富な経験と高度な技術力を基に『オーダー
メイド製品開発』『既存製品のカスタマイズ』が得意です。設計から試作、量産化
まで全てをお引き受けできます。                                                                                                   

26 小池建設㈱ 総合建
設業

飯田市下久堅
2345-1 1.実施予定あり 8月～9月・1月

～2月
3次元施工業務の一部である、ドローンを用いた空中写真測量と、3次元設計
データ作成に取り組んで頂きます。



27 ㈲エクスルース 情報通
信業

飯田市白山町3
丁目7-1

4.希望があれば
検討 通年

私たちエクスルースは、システムのハードウェア・ソフトウェア受託開発を行って
います。組込みシステムの中でも、通信を用いる機器の開発を得意とし、ハード
ウェア・ソフトウェアの両方をサポートすることで、高速・高性能なシステムを開発
しています。職場見学・体験内容については随時お問い合わせください。

28 ㈱マルニシ 岡谷市田中町3-
4-21 1.実施予定あり 9月～10月

こんにちは。長野県の住宅・産業用資材商社　マルニシです！当社のページを
ご覧いただきありがとうございます。まずは「商社」の仕事を目の当たりにし、理
解してもらうべく、オンラインでのイベントを企画しました。　　　簡単な会社紹介　
～5分　　　全員自己紹介とアイスブレイク　～5分　　仕事紹介映像放送　～10
分　　先輩社員との座談会　～30分　　倉庫・職場見学　　　

30 コーケンフレーバー㈱伊
那工場

食品製
造業

松川町元大島
2906-2 1.実施予定あり 通年

50年以上に亘り、幅広い食品素材の企画、販売、食品香料の研究開発、製造販
売を中心に展開しております。国内大手食品メーカーを大口顧客様として業績も
安定しています。

















































































































































































































































































































































実施の有無



1.実施予定あり

2.計画段階

3.検討中

4.希望があれば検討



5.予定なし



1.大いに協力する

2.協力しても良い

3.内容による

4.説明を聞きたい

5.参加できない



6.未記入

実施予定に数

1日



2～3日
















































































































































































































































































































































