
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

40歳以下 (1) 9時30分～18時30分
(2) 9時00分～18時30分

TEL 0265-73-7388 (3) 9時00分～18時00分
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 5198081 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時30分

TEL 0265-79-7919
（従業員数 23人 ）

正社員 20060- 5201181 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-88-4011
（従業員数 81人 ）

正社員 20060- 5172181 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-78-4111
（従業員数 210人 ）

正社員以外 20060- 5180081 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0265-82-4778
（従業員数 35人 ）

正社員以外 20060- 5186781 就業場所
変形（１年単位）

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-86-7701
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 5187881 就業場所 長野県上伊那郡飯島町 厚生年金基金
フレックス

不問 (1) 8時00分～16時45分
(2) 7時00分～19時30分

TEL 0265-82-6181 (3)10時30分～15時15分
（従業員数 175人 ）

正社員 20060- 5191981 就業場所 長野県上伊那郡宮田村 厚生年金基金
フレックス

不問 (1) 8時00分～16時45分
(2) 7時00分～19時30分

TEL 0265-82-6181 (3)10時30分～15時15分
（従業員数 175人 ）

正社員 20060- 5192581 就業場所 長野県上伊那郡宮田村 厚生年金基金

35歳以下 (1) 8時30分～17時10分

TEL 0265-72-1234
（従業員数 135人 ）

正社員 20060- 5194781 就業場所 確定拠出年金
普通自動車免許一種

30歳以下 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0265-98-6915
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 5142981 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0265-98-6915
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 5144481 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時20分

TEL 0265-79-4828
（従業員数 60人 ）

正社員 20060- 5145781 就業場所

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0265-78-2311
（従業員数 52人 ）

正社員 20060- 5146881 就業場所

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0265-71-7051
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20060- 5150981 就業場所 長野県伊那市

濾過装置の設計・研
究職

月給

日本濾過器株式会社

長野県伊那市福島中河原２５０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
175,000円～
230,000円

機械設計
月給

株式会社　ルビー精エ

長野県上伊那郡箕輪町東箕輪４９
３４－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号
のイ

180,000円～
250,000円

技術総合職
月給

日本発条株式会社　産
機事業本部　駒ヶ根工
場

長野県駒ヶ根市赤穂１１７０－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 209,000円～

209,000円
事務総合職

月給
日本発条株式会社　産
機事業本部　駒ヶ根工
場

長野県駒ヶ根市赤穂１１７０－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 209,000円～

209,000円

組立検査工及び生産
管理・品質管理等

時給

株式会社　至誠産業

長野県駒ヶ根市赤穂６４３０
雇用・労災・
健康・厚生

800円～1,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 135,680円～

169,600円
配車業務

月給
司企業株式会社　長野
駒ヶ岳営業所

長野県上伊那郡飯島町七久保５２
２－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 250,000円～
250,000円

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号 150,000円～

180,000円

品質管理業務
月給

雇用・労災・
健康・厚生

7,700円～8,900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 154,000円～

178,000円

給食技師（子育て支
援課）

日給

伊那市役所

長野県伊那市下新田３０５０番地

所在地・就業場所

美容室受付スタッ
フ、レセプション

月給
Ｌａ　Ｌｕｃｅ　唐木
和寛

長野県上伊那郡南箕輪村３０１

豊信合成　株式会社

長野県上伊那郡中川村片桐６４８
７－１５

雇用期間の定めなし
年齢不問 170,000円～

210,000円

雇用・労災

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
152,000円～
185,000円

部品調達管理業務
月給

有限会社伸和工作

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１７
２６－２ 雇用・労災・

健康・厚生

機械設計
月給

株式会社　ルビー精エ

長野県上伊那郡箕輪町東箕輪４９
３４－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 205,000円～
320,000円

物流（梱包・出荷）
月給

栄通信工業株式会社

長野県上伊那郡箕輪町木下１１５
２６ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 170,000円～

200,000円
製品設計業務

月給
株式会社赤羽電具製作
所

長野県伊那市上の原７１１６
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 192,000円～

229,000円
一般事務

時給
テンプスタッフファミ
リエ株式会社　伊那支
店

長野県伊那市狐島３８１５小林ビ
ル２階 雇用・労災・

健康・厚生
1,050円～1,050円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 168,000円～

168,000円

℡ ０２６５－７３－８６０９ 

ハローワーク伊那（伊那公共職業安定所） 

    発行日 平成 30年6月18日 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合 

  があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 

 

※必要な免許資格等については、ハローワーク窓口でお尋ね下さい。 

専門・技術・事務の仕事（6／8～6／14） 
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不問 (1) 8時30分～12時00分
(2)14時00分～18時30分

TEL 0265-79-9887
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 5152481 就業場所
歯科衛生士

不問 (1) 8時30分～12時00分
(2)14時00分～18時30分

TEL 0265-79-9887
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 5154881 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-74-8891
（従業員数 0人 ）

正社員以外 20060- 5169581 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時30分

TEL 0265-78-7533
（従業員数 28人 ）

正社員以外 20060- 5170881 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-72-2552
（従業員数 7人 ）

正社員以外 20060- 5115381 就業場所
その他の製造制作技能

不問 (1) 8時30分～17時25分

TEL 0265-79-3880
（従業員数 44人 ）

正社員 20060- 5119481 就業場所 確定給付年金
変形（１ヶ月単位） 看護師

18歳以上 (1) 8時30分～17時00分 准看護師
(2)16時30分～ 9時00分 保健師

TEL 0265-79-1749 (3)12時30分～21時00分
（従業員数 260人 ）

正社員 20060- 5128781 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0266-44-5208
（従業員数 31人 ）

正社員 20060- 5131081 就業場所
変形（１ヶ月単位） 保育士

18歳～39
歳

(1) 6時00分～15時00分
(2)13時00分～22時00分

TEL 0265-72-6456 (3)22時00分～ 6時00分
（従業員数 35人 ）

正社員 20060- 5138881 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分 介護支援専門員

TEL 0266-78-8503
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 5140381 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-76-6810
（従業員数 4人 ）

正社員以外 20060- 5075281 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～18時00分

TEL 0265-85-4615
（従業員数 9人 ）

正社員 20060- 5076181 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- 5085081 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-71-7051
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20060- 5090881 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

事務・歯科アシスタ
ント

月給
中島歯科医院　中島
秀明

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８３２２ 雇用・労災・

健康
雇用期間の定めなし

年齢不問 151,000円～
170,000円

歯科衛生士
月給

中島歯科医院　中島
秀明

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８３２２ 雇用・労災・

健康
雇用期間の定めなし

年齢不問 175,000円～
195,000円

断熱工（断熱材の吹
付け）

日給

湯沢断熱　湯澤崇

長野県伊那市東春近７７６６－３

9,000円～13,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 194,400円～
280,800円

設計、測量、調査、
計画

月給

株式会社　ワイド

長野県伊那市西町　５８４５－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 160,000円～

350,000円
一般事務

時給
日本郵便株式会社郵便
事業総本部　伊那郵便
局

長野県伊那市坂下３２９７
雇用・労災・
健康・厚生

820円～820円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 132,512円～

132,512円
品質管理業務

月給

中村製作所　株式会社

長野県上伊那郡箕輪町三日町４９
３－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 250,000円～

330,000円
看護師／訪問看護ス
テーション

月給
上伊那医療生活協同組
合

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１１３２４番地 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令２号 205,000円～

373,000円
試験報告書作成業務
及び営業サポート

月給
株式会社　アイピーエ
ス

長野県上伊那郡辰野町小野１８７
８－１ 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～

300,000円
保育士、児童指導員

月給
社会福祉法人たかずや
福祉会

長野県伊那市東春近７０００－８
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
164,600円～
239,500円

ケアマネージャー
（介護支援専門員）

月給
社会福祉法人　音葉会
ふらっと辰野老人福祉
施設

上伊那郡辰野町大字伊那富６３３
３－２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 181,100円～
244,500円

シニア活動推進コー
ディネーター

日給
公益財団法人　長野県
長寿社会開発センター
伊那支部

長野県伊那市荒井３４９７伊那合
同庁舎内（長野県伊那保険福祉事
務所内）

雇用・労災・
健康・厚生12,500円～12,500

円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 250,000円～

250,000円
一般事務（雑務含
む）

月給
社会福祉法人　日本聴
導犬協会

長野県上伊那郡宮田村７０３０－
１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 134,400円～
134,400円

製造業務（倉庫業
務）

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
６６６６ 雇用・労災・

健康・厚生
1,100円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 176,000円～

176,000円
軽作業とパソコン

時給
テンプスタッフファミ
リエ株式会社　伊那支
店

長野県伊那市狐島３８１５小林ビ
ル２階 雇用・労災・

健康・厚生
1,050円～1,050円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 178,080円～

178,080円
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専門・技術・事務の仕事（6／8～6／14） 

35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0266-43-3111
（従業員数 9人 ）

正社員 20060- 5091281 就業場所
変形（１年単位）

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0266-41-0875
（従業員数 36人 ）

正社員 20060- 5100581 就業場所
変形（１年単位）

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0266-41-0875
（従業員数 36人 ）

正社員 20060- 5101481 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0266-41-5571
（従業員数 6人 ）

正社員以外 20060- 5104281 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
変形（１年単位） 建築施工管理技士２級

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

TEL 0265-85-2471
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 5109981 就業場所 厚生年金基金
変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-86-3211
（従業員数 43人 ）

正社員 20060- 5113181 就業場所

一般事務
月給

有限会社　河口工業

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
７３５３－２（北沢工業団地内） 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号
のイ

160,000円～
210,000円

一般事務
月給

有限会社　辰野目立加
工所

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１
５５０番地 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
177,000円～
210,000円

ＣＡＤ作図と一般事
務

月給
有限会社　辰野目立加
工所

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１
５５０番地 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
190,000円～
210,000円

支援員
月給 社会福祉法人長野県社

会福祉事業団　
辰野町地域活動支援セ
ンター

上伊那郡辰野町大字伊那富２６７
９番地２号 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 153,340円～

153,340円
建築施工管理者

月給

株式会社　南田建設

長野県上伊那郡宮田村１４６７
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 300,000円～

400,000円
生産管理

月給
鈴木プレス工業株式会
社

長野県上伊那郡飯島町七久保３６
２５－２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 180,000円～
250,000円



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

40歳以下 (1) 9時30分～18時30分
(2) 9時00分～18時30分

TEL 0265-73-7388 (3) 9時00分～18時00分
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 5198081 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
変形（１年単位） 中型自動車免許一種

不問 (1) 6時00分～14時45分
(2)14時30分～22時30分

TEL 0266-41-5555
（従業員数 9人 ）

正社員以外 20060- 5206581 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-78-4111
（従業員数 210人 ）

正社員以外 20060- 5180081 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-74-7325
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 5185481 就業場所
美容師

40歳以下 (1) 9時30分～18時30分 理容師
(2) 9時00分～18時30分

TEL 0265-73-7388 (3) 9時00分～18時00分
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 5141681 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 9時30分～18時30分

TEL 0265-86-8730
（従業員数 34人 ）

正社員 20060- 5151581 就業場所

不問 (1) 8時30分～12時00分
(2)14時00分～18時30分

TEL 0265-79-9887
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 5152481 就業場所

不問 (1) 9時30分～18時30分

TEL 0265-86-8730
（従業員数 34人 ）

正社員以外 20060- 5155281 就業場所
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時15分～17時20分

TEL 0265-86-5518
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 5166381 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時25分

TEL 0265-79-3880
（従業員数 44人 ）

正社員 20060- 5117981 就業場所 確定給付年金
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時25分

TEL 0265-79-3880
（従業員数 44人 ）

正社員 20060- 5120281 就業場所 確定給付年金
美容師

40歳以下 (1) 9時30分～18時30分 理容師
(2) 9時00分～18時30分

TEL 0265-73-7388 (3) 9時00分～18時00分
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 5121181 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村

18歳以上 (1) 4時30分～16時30分

TEL 090-4153-2540
（従業員数 4人 ）

正社員以外 20060- 5080481 就業場所

不問

TEL 0265-86-5757
（従業員数 17人 ）

正社員 20060- 5096981 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

部品営業職
月給

株式会社ティーアイ
シー

長野県上伊那郡飯島町飯島３８５
６－３０４ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 180,000円～

350,000円
営業職

月給

中村製作所　株式会社

長野県上伊那郡箕輪町三日町４９
３－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 250,000円～

330,000円

事務・歯科アシスタ
ント

月給
中島歯科医院　中島
秀明

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８３２２ 雇用・労災・

健康
雇用期間の定めなし

年齢不問 151,000円～
170,000円

カフェ
時給

株式会社　信州里の菓
工房

長野県上伊那郡飯島町七久保２５
１３－２ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形800円～850円

雇用期間の定めなし
年齢不問 138,240円～

146,880円

美容師アシスタント
月給

Ｌａ　Ｌｕｃｅ　唐木
和寛

長野県上伊那郡南箕輪村３０１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
152,000円～
185,000円

カフェ
月給

株式会社　信州里の菓
工房

長野県上伊那郡飯島町七久保２５
１３－２ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 170,000円～

250,000円

雇用・労災・
健康・厚生

7,700円～8,900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 154,000円～

178,000円

給食技師（子育て支
援課）

日給

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 180,000円～

400,000円

リフォームアドバイ
ザー

月給
アップルペイント株式
会社　伊那支店

長野県伊那市中央４７４７－７

所在地・就業場所

美容室受付スタッ
フ、レセプション

月給
Ｌａ　Ｌｕｃｅ　唐木
和寛

長野県上伊那郡南箕輪村３０１

伊那市役所

長野県伊那市下新田３０５０番地

820円～820円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 144,200円～

144,200円

雇用・労災

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
152,000円～
185,000円

施設係
時給

湯にいくセンター

長野県上伊那郡辰野町大字樋口２
２７３ 雇用・労災・

健康・厚生

プレス金型設計
月給

中村製作所　株式会社

長野県上伊那郡箕輪町三日町４９
３－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 250,000円～

330,000円
美容師、スタイリス
ト

月給
Ｌａ　Ｌｕｃｅ　唐木
和寛

長野県上伊那郡南箕輪村３０１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
232,500円～
375,000円

山小屋スタッフ
日給

塩見小屋　岡　和宣

長野県伊那市長谷浦国有林６６口
林小班

労災
8,500円～8,500円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号 210,375円～

210,375円
調理師
調理補助

月給
有限会社　割烹旅館
陣屋

長野県上伊那郡飯島町飯島２３１
３ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 170,000円～
200,000円

 8時00分～22時00分の
間の8時間程度
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ハローワーク伊那（伊那公共職業安定所） 
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◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合 

  があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 

 

※必要な免許資格等については、ハローワーク窓口でお尋ね下さい。 

販売・営業・サービスの仕事（6／8～6／14） 



年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所
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ハローワーク伊那（伊那公共職業安定所） 

    発行日 平成 30年6月18日 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合 

  があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 

 

※必要な免許資格等については、ハローワーク窓口でお尋ね下さい。 

販売・営業・サービスの仕事（6／8～6／14） 

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 6時30分～15時30分 ホームヘルパー２級

(2)11時30分～20時30分
TEL 0265-77-0350 (3)21時30分～ 6時30分

（従業員数 122人 ）
正社員 20060- 5105181 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

18歳～35
歳

(1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-73-8882
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 5106081 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村

介護職員（サンハー
ト美和）

月給
社会福祉法人　上伊那
福祉協会

長野県伊那市美篶７１６４－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 189,000円～

239,000円
修理業

月給
株式会社　マシンメン
テナンス

長野県上伊那郡南箕輪村１５４１
－２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号
のイ

224,500円～
255,000円



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

不問 (1) 8時15分～17時30分

TEL 0265-79-7919
（従業員数 23人 ）

正社員 20060- 5203381 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時45分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時00分～17時30分

TEL 0265-76-0344
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 5204681 就業場所 厚生年金基金
変形（１年単位） 中型自動車免許一種

不問 (1) 6時00分～14時45分
(2)14時30分～22時30分

TEL 0266-41-5555
（従業員数 9人 ）

正社員以外 20060- 5206581 就業場所
交替制あり

18歳～59歳 (1) 8時30分～17時15分
(2)19時00分～ 4時00分

TEL 0265-88-4011
（従業員数 81人 ）

正社員 20060- 5173081 就業場所
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0265-78-0704
（従業員数 17人 ）

正社員 20060- 5175681 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～17時45分 自動車整備士（２級）

自動車整備士（３級）

TEL 0265-72-2473
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 5178481 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060- 5181381 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0265-82-4778
（従業員数 35人 ）

正社員以外 20060- 5186781 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 2人 ）

有期雇用派遣 20060- 5188281 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

18歳以上 (1) 8時30分～17時10分
(2) 6時30分～15時10分

TEL 0265-72-1234 (3)15時00分～23時40分
（従業員数 135人 ）

正社員以外 20060- 5195881 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時20分

TEL 0265-79-4828
（従業員数 60人 ）

正社員 20060- 5145781 就業場所
大型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-94-1139
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 5157081 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-96-0547
（従業員数 104人 ）

正社員以外 20060- 5165081 就業場所

不問 (1) 8時15分～17時20分

TEL 0265-86-5518
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 5167681 就業場所

年齢不問 170,000円～
210,000円

機械整備・修理・サービ
ス 月給

美義機械　有限会社

長野県伊那市野底７６７２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
220,000円

施設係
時給

長野県上伊那郡辰野町大字樋口２
２７３

所在地・就業場所

機械オペレーター
月給

有限会社伸和工作

自動車用内装部品の
樹脂射出成形業務　≪急
募≫

月給

豊信合成　株式会社

長野県上伊那郡中川村片桐６４８
７－１５

雇用期間の定めなし
省令１号 150,000円～

180,000円

湯にいくセンター
820円～820円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 144,200円～

144,200円

雇用期間の定めなし
年齢不問

雇用期間の定めなし

年齢不問 158,000円～
214,000円

ＣＡＤオペレーター
月給

有限会社　竜東スチール
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
180,000円～
300,000円

長野県伊那市東春近３１０５

長野県上伊那郡南箕輪村７４０
２ー１

自動車整備
月給

日産プリンス松本販売
株式会社　伊那店

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

組立検査工及び生産管
理・品質管理等 時給

株式会社　至誠産業

長野県駒ヶ根市赤穂６４３０
雇用・労災・
健康・厚生

800円～1,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 135,680円～

169,600円

ゴルフ場クラブハウス内
及び宿泊施設内清掃 時給

セントラルソーシング
株式会社

雇用・労災・
健康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 176,000円～

176,000円

長野県伊那市狐島３８３６－１

フィルター製造作業
時給

日本濾過器株式会社
雇用・労災・
健康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 省令２号 138,060円～

138,060円

検査（プレス）
時給

有限会社ジェイシステム

長野県上伊那郡南箕輪村８９８５
番地－１ 雇用・労災・

健康・厚生
1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 167,200円～

167,200円
長野県伊那市福島中河原２５０

大型の運転手
月給

株式会社ハクトートータ
ルサービス

長野県伊那市高遠町下山田９１０
－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 250,000円～
280,000円

物流（梱包・出荷）
月給

栄通信工業株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 170,000円～

200,000円

長野県上伊那郡箕輪町木下１１５
２６

ＮＣ旋盤・ＭＣによる精
密部品加工及びワイヤー
放電加工

月給

株式会社ティーアイシー

長野県上伊那郡飯島町飯島３８５
６－３０４ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 180,000円～

350,000円

自動車シートの縫製
時給

株式会社　Ｎｕｉ　Ｔｅ
ｃ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１２２４６ 雇用・労災・

健康・厚生
830円～850円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 141,432円～

144,840円

雇用・労災・
健康・厚生

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１７
２６－２
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◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合 

  があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 

 

※必要な免許資格等については、ハローワーク窓口でお尋ね下さい。 

運転・製造・建設等の仕事（6／8～6／14） 



年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ ０２６５－７３－８６０９ 

ハローワーク伊那（伊那公共職業安定所） 

    発行日 平成 30年6月18日 ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合 

  があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 

 

※必要な免許資格等については、ハローワーク窓口でお尋ね下さい。 

運転・製造・建設等の仕事（6／8～6／14） 

変形（１年単位）
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-96-0547
（従業員数 120人 ）

正社員 20060- 5168981 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-74-8891
（従業員数 0人 ）

正社員以外 20060- 5169581 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 0265-82-3577
（従業員数 2人 ）

正社員 20060- 5171281 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-72-2813
（従業員数 9人 ）

正社員 20060- 5116681 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時30分～17時25分

TEL 0265-79-3880
（従業員数 44人 ）

正社員 20060- 5118581 就業場所 確定給付年金
その他の製造制作技能

不問 (1) 8時30分～17時25分

TEL 0265-79-3880
（従業員数 44人 ）

正社員 20060- 5119481 就業場所 確定給付年金
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

39歳以下 (1)10時00分～19時00分 自動二輪車免許
自動車整備士（３級）

TEL 0265-73-6257
（従業員数 1人 ）

正社員 20060- 5139281 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- 5071581 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

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- 5082881 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
交替制あり

18歳以上 (1) 8時15分～17時00分
(2)16時45分～ 1時30分

TEL 0266-41-4139
（従業員数 90人 ）

有期雇用派遣 20060- 5084181 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

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- 5085081 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- 5086381 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- 5087681 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時45分

TEL 0265-70-9870
（従業員数 19人 ）

正社員以外 20060- 5093081 就業場所

断熱工（断熱材の吹付
け） 日給

湯沢断熱　湯澤崇
9,000円～13,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問 194,400円～

280,800円

裁断機オペレーター
月給

株式会社　Ｎｕｉ　Ｔｅ
ｃ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
143,000円～
160,000円

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１２２４６

長野県伊那市東春近７７６６－３

精密部品塗装の検査、梱
包 時給

有限会社　伊那塗装
雇用・労災

800円～950円
雇用期間の定めなし

年齢不問 123,000円～
146,062円

一般作業
月給

有限会社　インテリア富
士

長野県駒ヶ根市赤穂１０６６２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 180,000円～

200,000円
長野県伊那市下新田２９６１

品質管理業務
月給

中村製作所　株式会社

長野県上伊那郡箕輪町三日町４９
３－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 250,000円～

330,000円

プレス金型工
月給

中村製作所　株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 250,000円～

330,000円

長野県上伊那郡箕輪町三日町４９
３－１

製造業務（部品の検査）
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
６６６６ 雇用・労災・

健康・厚生
1,100円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 176,000円～

176,000円

メカニック
日給

株式会社　アクト

長野県伊那市西春近１０６９７－
５ 雇用・労災・

健康・厚生
9,500円～12,000円

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
212,800円～
268,800円

製造業務（金物加工全
般） 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
６６６６ 雇用・労災・

健康・厚生
1,100円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 省令２号 176,000円～

176,000円

製造業務（倉庫業務）
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

雇用・労災・
健康・厚生

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 176,000円～

176,000円

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
６６６６

製造（ＲＶＩ製品組み立
て） 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
６６６６ 雇用・労災・

健康・厚生
1,100円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 176,000円～

176,000円

製造業務（倉庫業務）
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

雇用・労災・
健康・厚生

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 176,000円～

176,000円

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
６６６６

配達
時給

有限会社　キットウ

長野県上伊那郡箕輪町大字東箕輪
４９２８－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形900円～950円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 151,357円～

159,766円

製造（芯取り機オペレー
ション） 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
６６６６ 雇用・労災・

健康・厚生
1,100円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 176,000円～

176,000円



年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ ０２６５－７３－８６０９ 

ハローワーク伊那（伊那公共職業安定所） 

    発行日 平成 30年6月18日 ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合 

  があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 

 

※必要な免許資格等については、ハローワーク窓口でお尋ね下さい。 

運転・製造・建設等の仕事（6／8～6／14） 

不問 (1) 9時00分～18時15分

TEL 0265-70-9870
（従業員数 19人 ）

正社員以外 20060- 5094381 就業場所

不問 (1) 8時20分～17時30分
(2)17時30分～ 2時40分

TEL 0265-71-7171
（従業員数 62人 ）

正社員 20060- 5095681 就業場所

不問 (1) 8時20分～17時30分

TEL 0265-71-7171
（従業員数 62人 ）

正社員 20060- 5099781 就業場所
変形（１年単位）

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0266-41-0875
（従業員数 36人 ）

正社員 20060- 5100581 就業場所
変形（１年単位）

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0266-41-0875
（従業員数 36人 ）

正社員 20060- 5101481 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0266-41-0875
（従業員数 28人 ）

正社員 20060- 5102781 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
普通自動車免許一種

30歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0266-41-0875
（従業員数 28人 ）

正社員 20060- 5103881 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

18歳～35歳 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-73-8882
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 5106081 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-85-2471
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 5108681 就業場所 厚生年金基金

エクステリア製品注型作
業 月給

ＭＩＮＯ株式会社

長野県伊那市西箕輪２７００番地
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 180,000円～

250,000円

金属加工要員
時給

有限会社　キットウ

長野県上伊那郡箕輪町大字東箕輪
４９２８－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形890円～1,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 149,675円～

168,175円

一般事務
月給

有限会社　辰野目立加工
所

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１
５５０番地 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
177,000円～
210,000円

エクステリア製品塗装
※急募 月給

ＭＩＮＯ株式会社

長野県伊那市西箕輪２７００番地
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 170,000円～

230,000円

技術（切削工具研磨）
月給

有限会社　辰野目立加工
所

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１
５５０番地 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 190,000円～

250,000円

ＣＡＤ作図と一般事務
月給

有限会社　辰野目立加工
所

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１
５５０番地 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
190,000円～
210,000円

修理業
月給

株式会社　マシンメンテ
ナンス

長野県上伊那郡南箕輪村１５４１
－２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

224,500円～
255,000円

技術（切削工具研磨）
月給

有限会社　辰野目立加工
所

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１
５５０番地 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
168,000円～
250,000円

土木作業員
日給

株式会社　南田建設

長野県上伊那郡宮田村１４６７
雇用・労災・
健康・厚生10,000円～13,000

円雇用期間の定めなし
年齢不問 225,000円～

292,500円


