
年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

普通自動車免許一種

不問 (1)13時00分～16時00分

TEL 0265-95-3247
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 4641481 就業場所
変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時00分～17時15分

TEL 0265-79-0999
（従業員数 24人 ）

正社員 20060- 4596481 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時15分

TEL 0265-79-0999
（従業員数 24人 ）

正社員 20060- 4597781 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問

TEL 0265-94-3641
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 4605081 就業場所 長野県伊那市
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

TEL 0265-98-7841
（従業員数 10人 ）

正社員以外 20060- 4606381 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)14時00分～18時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-98-7841
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 4607681 就業場所
交替制あり

不問 (1)10時30分～20時00分
(2)12時00分～21時30分

TEL 0265-79-3273
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 4610881 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1)11時00分～17時00分
(2)18時00分～22時00分

TEL 0265-79-3273
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 4611281 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1)17時30分～20時00分

TEL 0265-74-8844
（従業員数 95人 ）

パート労働者 20060- 4614381 就業場所
変形（１ヶ月単位）

不問

TEL 0265-79-0328
（従業員数 9人 ）

正社員以外 20060- 4618481 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1)11時00分～15時00分
(2)17時00分～22時00分

TEL 0265-72-4696
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 4560581 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0266-41-2296
（従業員数 12人 ）

正社員 20060- 4567381 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

不問

TEL 0265-94-1181
（従業員数 69人 ）

パート労働者 20060- 4568681 就業場所

不問 (1) 8時30分～15時00分

TEL 0265-72-3168
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20060- 4576681 就業場所

 9時30分～16時00分の間の4
時間程度

ローズガーデン売店
販売員

時給
伸和コントロールズ株式会
社　長野事業所

長野県伊那市高遠町上山田６２１

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

840円～840円

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０
８００－１４ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 200,000円～

250,000円

電気設計・制御
月給

ＴＥＥＭ株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０
８００－１４ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 200,000円～

250,000円
機械設計

月給

ＴＥＥＭ株式会社

製品運搬
時給

合同会社　ハル製作所

長野県伊那市上新田　２５７６－１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円

所在地・就業場所

運動保育士
月給

スノーリンク株式会社　こ
どもプラス伊那

長野県伊那市前原８２６８－７８７
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 160,000円～

200,000円
介護職・児童療育デ
イサービススタッフ

時給
スノーリンク株式会社　こ
どもプラス伊那

長野県伊那市前原８２６８－７８７

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

900円～950円

カフェ厨房全般
月給

有限会社　松島美容室　ｅ
カフェ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１
４１５－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 161,000円～
161,000円

カフェのフロア業務
時給

有限会社　松島美容室　ｅ
カフェ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１
４１５－１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～1,100円

 5時00分～11時30分の間の5
時間以上

食品製造
　　　※急募

時給
株式会社イチハラフーズ伊
那工場

長野県伊那市西町５３８０－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,000円～1,000円

調理（ながたの湯）
その他

株式会社　みのわ振興公社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪２１
３４－４２ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形800円～800円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 135,680円～

135,680円
10時00分～20時30分の間の8
時間程度

調理補助（ラーメン
店）

時給

有限会社コマックス

長野県伊那市御園６６３

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～1,000円

営業
月給

株式会社　有賀工業

長野県上伊那郡辰野町大字平出２３７
６－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 200,000円～
380,000円

厨房業務
時給

社会福祉法人高遠さくら福
祉会

長野県伊那市高遠町勝間２２０

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

850円～900円

接客等
時給

合名会社　だるま

伊那市荒井３３８６番地

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

800円～850円
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普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-94-3641
（従業員数 138人 ）

正社員 20060- 4579481 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-76-6100
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 4582081 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1)12時00分～18時00分
(2)10時00分～18時00分

TEL 0265-72-2915
（従業員数 24人 ）

パート労働者 20060- 4586581 就業場所 長野県伊那市
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時10分～17時00分

TEL 0265-72-4309
（従業員数 9人 ）

正社員以外 20060- 4587481 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時10分

TEL 0265-72-3129
（従業員数 40人 ）

正社員 20060- 4589881 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時10分

TEL 0265-72-3129
（従業員数 23人 ）

正社員 20060- 4591081 就業場所 長野県伊那市
変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-82-4131
（従業員数 21人 ）

正社員 20060- 4505781 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町 厚生年金基金
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-72-6237
（従業員数 9人 ）

正社員以外 20060- 4506881 就業場所 長野県伊那市

不問 (1)10時00分～16時00分

TEL 0265-76-8007
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 4510981 就業場所
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-73-7222
（従業員数 48人 ）

正社員 20060- 4512481 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時10分～17時00分

TEL 0265-86-5111
（従業員数 63人 ）

正社員以外 20060- 4517081 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

不問 (1) 9時00分～17時00分

TEL 0265-86-5111
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060- 4518381 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 9時00分～15時30分

TEL 0265-73-7222
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20060- 4519681 就業場所

不問 (1)18時00分～22時00分

TEL 0265-83-2872
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 4520481 就業場所 長野県駒ヶ根市

品質管理業務
月給

伸和コントロールズ株式会
社　長野事業所

長野県伊那市高遠町上山田６２１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 160,000円～

235,500円
日常清掃（長野県立
こころの医療セン
ター駒ヶ根）

時給

株式会社ＢＩＳＯ

長野県伊那市東春近５４９－３

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

795円～800円

ケーキ・菓子の販売
接客サービス

時給
株式会社　菓匠Ｓｈｉｍｉ
ｚｕ

長野県伊那市上牧清水町６６０８
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円
10時00分～18時00分の間の5
時間程度

成形工
時給

有限会社中央合成樹脂製作
所

長野県伊那市日影３４２－１
雇用・労災・
健康・厚生

850円～850円
雇用期間の定めなし

年齢不問 144,840円～
144,840円

営業
月給

株式会社小松総合印刷所

長野県伊那市横山１０９５５－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 190,000円～

245,000円
グラフイックデザイ
ナー

月給

株式会社小松総合印刷所

長野県伊那市横山１０９５５－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 189,000円～

217,800円
出荷部門構内作業員

日給

上伊那貨物自動車株式会社

長野県駒ヶ根市赤穂７２５１番地
雇用・労災・
健康・厚生

7,016円～8,450円
雇用期間の定めなし

省令１号 184,360円～
225,894円

事務員（富県支所共
済窓口）

時給

上伊那農業協同組合

長野県伊那市狐島４２９１番地
雇用・労災・
健康・厚生

800円～830円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 123,600円～

128,235円
衣料品販売

時給
株式会社　マックハウス
伊那店

長野県伊那市下新田３０３８－１

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

850円～850円

土木技術者
月給

株式会社　宮坂組

長野県上伊那郡南箕輪村４０－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号 200,000円～

250,000円
食肉製造

時給

株式会社　大成

長野県上伊那郡飯島町田切１２１２－
４００ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形850円～900円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 139,500円～

147,700円
団体レストラン作業
員

時給

株式会社　大成

長野県上伊那郡飯島町田切１２１２－
４００ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

830円～850円

建設設計の補助
時給

株式会社　宮坂組

長野県上伊那郡南箕輪村４０－１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～900円

寿司店でのアルバイ
ト

時給
駒ヶ根　松乃鮨　須藤　正
浩

長野県駒ヶ根市中央　９－１４

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,000円～1,100円
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不問 (1) 6時30分～ 8時30分
(2)16時30分～20時30分

TEL 0265-73-0650 (3)16時00分～ 9時30分
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20060- 4523281 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

(2)11時15分～20時00分
TEL 0265-73-0650

（従業員数 5人 ）
正社員以外 20060- 4524181 就業場所

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-71-3800
（従業員数 50人 ）

パート労働者 20060- 4529581 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-71-3800
（従業員数 50人 ）

正社員以外 20060- 4532181 就業場所 長野県長野市

18歳以上 (1)21時00分～ 9時00分

TEL 0265-71-3800
（従業員数 50人 ）

正社員 20060- 4534381 就業場所

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-71-3800
（従業員数 50人 ）

正社員 20060- 4535681 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-71-3800
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 4536981 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～15時00分

TEL 0265-79-0026
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 4543981 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～19時00分

TEL 0265-79-0026
（従業員数 1人 ）

正社員 20060- 4544581 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
交替制あり

18歳以上 (1) 7時30分～16時30分
(2)12時00分～21時00分

TEL 0265-83-3185 (3)15時30分～ 0時30分
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20060- 4550681 就業場所
交替制あり

18歳以上 (1) 7時30分～16時30分
(2)12時00分～21時00分

TEL 0265-83-3185 (3)15時30分～ 0時30分
（従業員数 30人 ）

正社員以外 20060- 4551981 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0266-41-0463
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 4552581 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～17時00分
(2)10時00分～18時00分

TEL 0266-41-0463
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 4553481 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時30分～18時00分

TEL 0266-41-0463
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 4554781 就業場所 厚生年金基金

フューネラルディレ
クター
（ご葬儀・ご法要の
施行）

月給

ふれ「愛」空間セイホール

長野県上伊那郡辰野町下辰野１７２３
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令２号 170,000円～

300,000円

ご葬儀・ご法要の接
客、配膳、司会及び
事務

時給

ふれ「愛」空間セイホール

長野県上伊那郡辰野町下辰野１７２３
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,000円～1,300円
 9時00分～19時00分の間の6
時間程度

事務、販売・接客
時給

ふれ「愛」空間セイホール

長野県上伊那郡辰野町下辰野１７２３
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,000円～1,300円

ホール業務
時給

株式会社ダイナム長野駒ヶ
根店

長野県駒ヶ根市赤穂１０２６０ー１
雇用・労災・
健康・厚生

1,220円～1,440円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号 201,300円～

237,600円
 8時00分～23時59分の間の8
時間

ホール業務
時給

株式会社ダイナム長野駒ヶ
根店

長野県駒ヶ根市赤穂１０２６０ー１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号

1,225円～1,440円
 8時00分～23時59分の間の8
時間

中古自動車の販売
月給

有限会社ＮＯＴＥＳ

長野県上伊那郡箕輪町三日町１６７９
－３ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 200,000円～
230,000円

機械の組立及び電気
配線

時給

有限会社ＮＯＴＥＳ

長野県上伊那郡箕輪町三日町１６７９
－３ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問
810円～950円

グループホームの世
話人

時給
社会福祉法人　長野県社会
福祉事業団　ほっと上伊那

長野県伊那市狐島３７９９ー１　ナユ
タ未来通り１Ｆ東側 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

958円～958円

支援員
月給

社会福祉法人　長野県社会
福祉事業団　ほっと上伊那

長野県伊那市狐島３７９９ー１　ナユ
タ未来通り１Ｆ東側 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号 145,100円～

210,600円
旅行受付・手配・企
画（本社）

時給

トラビスジャパン株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８２
９５－５

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

795円～1,000円

バス運転手見習い
（長野営業所）

日給

トラビスジャパン株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８２
９５－５ 雇用・労災・

健康・厚生
6,500円～6,500円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 144,300円～

144,300円
運行管理・点呼・バ
ス事務全般

月給

トラビスジャパン株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８２
９５－５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令２号 180,800円～
322,700円

旅行受付・手配・企
画（本社）

月給

トラビスジャパン株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８２
９５－５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 180,800円～
322,700円

バス整備士
月給

トラビスジャパン株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８２
９５－５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 180,800円～
284,000円
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普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-72-3100
（従業員数 29人 ）

正社員以外 20060- 4555881 就業場所
変形（１ヶ月単位）

不問 (1)18時00分～20時15分
(2)17時00分～20時15分

TEL 0265-74-7169
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 4557181 就業場所

不問 (1) 8時00分～16時45分

TEL 0265-98-2021
（従業員数 45人 ）

正社員 20060- 4452181 就業場所 厚生年金基金

不問 (1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

TEL 0265-86-5244 (3) 9時00分～17時00分
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060- 4454381 就業場所

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0266-41-4139
（従業員数 90人 ）

有期雇用派遣 20060- 4457581 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0266-41-4139
（従業員数 90人 ）

有期雇用派遣 20060- 4458481 就業場所 長野県伊那市
変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-79-0328
（従業員数 5人 ）

正社員以外 20060- 4459781 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
交替制あり

18歳～64
歳

(1)13時00分～22時00分
(2)14時00分～23時00分

TEL 0265-82-7011 (3)17時00分～23時00分
（従業員数 29人 ）

パート労働者 20060- 4460081 就業場所 長野県駒ヶ根市
交替制あり

64歳以下 (1) 8時00分～14時00分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 0265-82-7011
（従業員数 29人 ）

パート労働者 20060- 4461381 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-82-7011
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20060- 4462681 就業場所

18歳以上 (1)17時00分～22時30分

TEL 0265-82-7011
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20060- 4463981 就業場所

不問 (1) 5時30分～11時00分
(2) 6時00分～11時00分

TEL 0265-82-7011
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20060- 4464581 就業場所 長野県駒ヶ根市

18歳以上 (1)10時30分～14時30分
(2)17時00分～22時30分

TEL 0265-98-9313
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 4469181 就業場所

不問 (1) 8時30分～12時00分
(2)14時30分～18時00分

TEL 0265-71-3160
（従業員数 85人 ）

パート労働者 20060- 4494081 就業場所

商品の仕分け作業
時給

信州名鉄運送株式会社　箕
輪営業所

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４６１
３－６

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

800円～800円

接客・配膳・調理補
助【急募】

時給

桂山　伊藤圭作

長野県上伊那郡南箕輪村北殿４３４０
－４

雇用・労災

雇用期間の定めなし
省令２号

950円～1,000円

レストラン朝食（接
客・調理）

時給
ホテル　ルートイン駒ヶ根
インター（ルートインジャ
パン株式会社）

長野県駒ヶ根市赤穂１５０３－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

900円～950円

レストラン夕食（接
客・調理）

時給
ホテル　ルートイン駒ヶ根
インター（ルートインジャ
パン株式会社）

長野県駒ヶ根市赤穂１５０３－１

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号

950円～1,125円

客室清掃係
時給

ホテル　ルートイン駒ヶ根
インター（ルートインジャ
パン株式会社）

長野県駒ヶ根市赤穂１５０３－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

850円～850円

フロント
時給

ホテル　ルートイン駒ヶ根
インター（ルートインジャ
パン株式会社）

長野県駒ヶ根市赤穂１５０３－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令１号

850円～900円

フロント
時給

ホテル　ルートイン駒ヶ根
インター（ルートインジャ
パン株式会社）

長野県駒ヶ根市赤穂１５０３－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令１号

900円～1,000円

調理
時給

株式会社　みのわ振興公社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪２１
３４－４２ 雇用・健康・

厚生
800円～1,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問 136,320円～

170,400円

荷受・出荷・洗浄作
業
＜紹介予定派遣＞

時給 ＮＯＣアウトソーシング＆
コンサルティング株式会社
オリンパス綜合サービス事
業本部　辰野支店

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富６６
６６ 雇用・労災・

健康・厚生
1,100円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 176,000円～

176,000円

製品の修理業務
＜紹介予定派遣＞

時給 ＮＯＣアウトソーシング＆
コンサルティング株式会社
オリンパス綜合サービス事
業本部　辰野支店

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富６６
６６ 雇用・労災・

健康・厚生
1,100円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 176,000円～

176,000円

製造
時給

石原スプリング有限会社
長野工場

長野県上伊那郡飯島町本郷　２４０６
－１８３ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問
800円～800円

 8時00分～17時00分の間の4
時間以上

ばね製造工
月給

株式会社　コウリョウ

長野県伊那市長谷非持１０６４
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 160,000円～

180,000円

店舗作業全般スタッ
フ

時給
株式会社　西松屋チェーン
伊那店

長野県伊那市下新田３０３０－１

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

900円～950円
17時00分～20時15分の間の2
時間以上

一般事務
時給

日本通運株式会社伊那支店

長野県伊那市中の原８２２８－１６７
雇用・労災・
健康・厚生

950円～1,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 155,800円～

164,000円


