
大卒等 一般

1 アクサ生命保険(株) 山梨北営業所 営業 営業 【正】３人 19040-1559021

介護 【正】２人 19040-57328

介護 【正】２人 19040-1893821

介護 【正以外】２人 19040-1892721

生産管理 【正】１人 19040-1747821 求人番号期限6月末

製造オペレーター 【正】１人 19040-1674821 求人番号期限6月末

トラック運転手 【正】１人 19040-1673721 求人番号期限6月末

梱包作業員 【正以外】３人 19040-1873621

ファクトリーサポート職 【正】１０人 19010-163928

半導体ウェハの製造 【正以外】５人 19010-4406221

電子部品の装置オペレーター検査 【正以外】５人 19010-6562821

電子装置部品のピッキング 【正以外】５人 19010-6559621

電子部品の装置オペレーター検査 【正以外】５人 19010-6568921

装置の開発・機械設計 【正】１人 19040-1035121 求人番号期限5月末

装置の電気設計・諸業務 【正】１人 19040-1034921 求人番号期限5月末

装置ソフトウェアの開発・設計 【正】１人 19040-1036021 求人番号期限5月末

装置の開発・機械設計 【正】１人 19040-1263221 求人番号期限5月末

装置の電気設計・諸業務 【正】１人 19040-1262821 求人番号期限5月末

装置ソフトウェアの開発・設計 【正】１人 19040-1264521 求人番号期限5月末

店舗運営スタッフ 【正】５０人 19010-27328

店舗運営スタッフ 【正】２人 19010-08825221

7 (株)ＯＫＩ 建設 送電線の保守 【正】１人 19040-00781621

営業事務/内勤 【正】１人 19040-2183321

営業事務/内勤 【正以外】１人 19040-2184621

ショップ販売スタッフ 【正以外】５人 19040-1223321 求人番号期限5月末

レストランホールスタッフ 【正以外】２人 19040-1222421 求人番号期限5月末

ホテルフロントスタッフ 【正以外】２人 19040-1591121 求人番号期限6月末

調理補助 【正以外】２人 19040-1794921 求人番号期限6月末

パティシエ 【正】１人 19040-1995921

ワイヤーハーネスの製造、組立、検査 【正】２人 19040-01919421

製作図面の確認・入力業務 【正】１人 19040-01627321

生産管理事務 【正】１人 19040-01921121

部材管理業務 【正】１人 19040-01971021

集配運転者 備考参照

集配運転者 備考参照

大型運行運転手 【正】１人 19040-347921

製造スタッフ 【正】３～５人 登録予定 白州工場求人予定

メンテナンススタッフ 【正】２人 登録予定 白州工場求人予定

NC旋盤オペレーター 【正】１人 登録予定

検査員 【正以外】２人 登録予定

総合職 【正】７０人 15070-12028

店舗販売職 【正】２０人 15070-11828 韮崎・北杜に店舗あり

店舗販売職 【正】１人 15070-06243721 H＆G藤井店他

設備管理 【正】１人 19040-1600521

設備管理 【正】１人 19040-1710121

資材管理 【正】１人 19040-1711021

梱包配送 【正】１人 19040-1708421

外注管理 【正】１人 19040-1712721

常勤講師 【正】数名 19010-07917021

非常勤講師 【正以外】数名 19010-07918721

測量士 【正】１人 19040-672221

土木設計職 【正】１人 19040-805121

土木設計職 【正】１人 19040-11028

測量士 【正】１人 19040-12128

見学ツアーご案内・運営 【正】４人 13130-11613021

予約電話応対、入力業務 【正以外】２人 13130-7310721 求人番号期限5月末

試飲会場準備・グラス洗浄等 【正以外】５人 13130-7372521 求人番号期限5月末

ギフトショップ・販売事務 【正以外】２人 13130-7507221 求人番号期限5月末

試飲会場接客・運営サポート 【正以外】３人 13130-7508521 求人番号期限5月末

ダイニング業務 【正以外】３人 19040-1950521

調理（和食） 【正以外】２人 19040-1951421

ナイトフロント 【正以外】１人 19040-1952321

夜間清掃及び簡易フロント警備 【正以外】１人 19040-2013921

管理センター職員（契約社員） 【正以外】２人 19040-1312621 求人番号期限5月末

事務スタッフ 【正以外】２人 19040-1324021 求人番号期限5月末

整備スタッフ 【正以外】２人 19040-1311321 求人番号期限5月末

レストランサービス 【正以外】２人 19040-2034821

施設管理 【正以外】３人 19040-1518021 求人番号期限6月末

フロントスタッフ 【正以外】１人 19040-1574321 求人番号期限6月末

製造 【正】２～３人 19040-23428

マシーンオペレーター 【正】２人 19040-1534721 求人番号期限6月末

19040-348121 合計で【正】２名

卸売

サービス

製造

(食品以外)

宿泊

宿泊

食品

飲料製造

製造

（食品以外）

小売

製造

(食品以外)

教育

サントリーパブリシティサービス(株)
サントリー白州蒸留所・サントリー天然水 南アルプス白州工場

18

16
(株)サンキョー 甲斐ゼミナール

※午前のみの参加となります

19

求人番号

運輸

※R4.6.23現在の情報になります。また、求人内容は変更になる可能性があります。

※期限切れになっている求人番号は更新後新たな番号を掲載いたします。

サービス

No 企業名 業種 求人職種

福祉

製造

（食品以外）

区分

11 甲信越福山通運(株) 韮崎営業所

(株)菊島

12 コカ・コーラボトラーズジャパン(株)

9 (公財)キープ協会 清泉寮

10

8 (株)環境保全研究所

測量設計

コンサルタント

小売

韮崎市・北杜市合同就職ガイダンス（令和４年７月９日開催）参加企業求人情報一覧

4 (株)エイジェック サービス

6 (株)オギノ

2 (福)あさひ会 介護老人保健施設あさひホーム

3 (株)石山 山梨工場

20 (株)セラヴィリゾート泉郷

13 (株)コーシン

14 (株)コメリ

15 (株)ササキ

新宿区立区民健康村 グリーンヒル八ヶ岳

17 (株)サンクス

21 (株)瀧口製作所
製造

(食品以外)

備考

5 エムエーティ―(株)
製造

（食品以外）



大卒等 一般
求人番号

※R4.6.23現在の情報になります。また、求人内容は変更になる可能性があります。

※期限切れになっている求人番号は更新後新たな番号を掲載いたします。

No 企業名 業種 求人職種
区分

韮崎市・北杜市合同就職ガイダンス（令和４年７月９日開催）参加企業求人情報一覧

備考

技術、営業、事務 【正】１５人 13140-62728

生産技術職 【正】２人 13140-61428

検査、事務 【正以外】１人 14090-6127121

検査、事務 【正以外】１人 14090-6129721

23 中部ソフトＢＴ(株) ソフトウェア システムエンジニア（SE） 【正】５人 19040-1839421

製造オペレータ 【正】３人 19040-1098521

製造オペレータ―（４勤２休） 【正】３人 19040-1848321

生産管理スタッフ 【正】１人 19040-1854521

プラスチック リサイクル・フォーク 【正以外】１人 19040-1391821

営業技術スタッフ 【正】１人 19040-00006328

工事管理者（監督） 【正】２人 19040-01912921

配管工 【正】１人 19040-01913121

26 (株)ニチイ学館 福祉 訪問ヘルパー 【正以外】１人 19010-08001221

設計・開発、製造 【正】５人 19040-37828

設計・開発（メカ設計） 【正】１人 19040-1508921

設計・開発（エレキ設計） 【正】１人 19040-1054221

設計・開発（ソフト設計） 【正】１人 19040-1055521

看護師 【正以外】若干名 19040-1999821

看護補助（病棟） 【正以外】若干名 19040-2000221

医師事務作業補助者 ドクターズクラーク 【正以外】１人 19040-1998721

農作業全般 【正以外】５人 19040-1050121 求人番号期限5月末

出荷選果作業 【正以外】５人 19040-1628621 求人番号期限6月末

社内SE 【正】１人 19040-1806621 求人番号期限6月末

営業職 【正】１人 登録予定

農作業全般 【正以外】１人 19040-1204221 求人番号期限5月末

軽作業 【正以外】１人 19040-1042121 求人番号期限5月末

イチゴ苗の生産・出荷作業 【正以外】２人 19040-1808121 求人番号期限6月末

溶接・組立・加工 【正】２人 19040-1820421

機械設計 【正】３人 19040-1824121

電気設計 【正】２人 19040-1825021

機械制御ソフト設計 【正】２人 19040-1826721

機械設計 【正】７人 19040-16728

製造 【正】５人 19040-66428

32 (株)メイワパックス 韮崎工場
製造

(食品以外)
印刷機械オペレーター 【正】３人 19040-1563321

介護職員 【正】２人 19040-00051228

介護職員（資格なし・正社員） 【正】２人 19040-01941221

リーダー職 【正】１人 19040-02947121

介護職員（資格なし・パート） 【正以外】１人 19040-01509121

介護職員（資格あり・正社員） 【正】２人 19040-01102521

マシニングセンターによる金属切削加工 【正】１人 19040-01622721

製品の検査・梱包・出荷作業 【正以外】１人 19040-01621021

NC旋盤・汎用旋盤による金属切削加工 【正】１人 19040-01363321

産業用装置組立及び機械メンテナンス 【正】１人 19040-01135521

総合職 【正】３～５人 19010-48528 2023新卒

非常勤ホームヘルパー 【正以外】３～人 19010-07199421 韮崎事業所

非常勤ホームヘルパー 【正以外】３～人 19010-07200821 北杜事業所

デイサービスケアスタッフ 【正以外】２～人 19010-05919621 北杜事業所

居宅介護支援専門員 【正以外】２～人 19010-04924621 県内8事業所

支援員 【正】３人 19040-00044528

支援員 【正以外】３人 19040-01877721 入所事業所 星の里

支援員 【正】３人 19040-01878821

相談員 【正】２人 19040-01880621 定着支援センター

支援員 【正以外】１人 19040-01759421 通所事業所 はるのひ、なのはな

自動車整備士 備考参照 19040-56928

自動車整備士 19040-47519

自動車整備士 19040-2217511

製造職 【正】７人 19040-2159621

開発職・生産技術職 【正】２人 19040-1258321

開発職・生産技術職 【正】２人 19040-55128

39 梨北農業協同組合 複合サービス ＪＡ事業全般 【正】１５人 19040-21928

電気主任技術者 【正】１人 19040-1240321 求人番号期限5月末

派遣社員管理 【正】１人 19040-1209921 求人番号期限5月末

装置の組立、検査 【正】２人 19040-1118821 求人番号期限5月末

菓子製造、選別 【正以外】２人 19040-1208621 求人番号期限5月末

金属部品の取付 【正以外】１人 19040-1116021 求人番号期限5月末

検査業務 【正以外】１人 19040-1479021 求人番号期限6月末

資材調達管理 【正以外】１人 19040-1480221 求人番号期限6月末

溶接・組立 【正以外】１人 19040-1485921 求人番号期限6月末

パン製造 【正】２人 19040-19528

パン製造 【正】１人 19040-202121

備考参照

全募集合計で

【正】２名

25 (株)日設管興 建設

(有)六曜舎 コーナーポケット
食品

飲料製造

37 山寺自動車工業(株) サービス

38
山梨旭ダイヤモンド工業(株)

※午後のみの参加となります
製造

（食品以外）

40 (株)リョーウン 小売

41

24 東名化学工業(株) 山梨工場
製造

(食品以外)

22

30 (株)ミヨシグループ 農業

27 日邦プレシジョン(株)
製造

(食品以外)

28 韮崎市国民健康保険 韮崎市立病院 医療

35 (株)やさしい手甲府 福祉

36 (福)八ヶ岳名水会 福祉

33
メディカル・ケア・サービス(株)

（愛の家グループホーム）
福祉

34 (株)茂呂製作所
製造

(食品以外)

31 (株)ミラプロ
製造

(食品以外)

29 (株)ベジ・ワン北杜 農業

中央電子(株)、シーイーシーテクノ(株)
製造

(食品以外)


