
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

30歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0265-72-1221
（従業員数 37人 ）

正社員 20060- 9962181 就業場所 長野県伊那市 厚生年金基金

不問

TEL 0265-78-0002
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 9967581 就業場所 長野県伊那市
変形（１年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

TEL 0265-74-8844
（従業員数 95人 ）

正社員以外 20060- 9987181 就業場所
臨床検査技師

不問 (1)8時00分～18時00分

TEL 0265-72-3915
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-10006881 就業場所
臨床検査技師

不問 (1)8時00分～12時00分
(2)14時00分～18時00分

TEL 0265-72-3915
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060-10007281 就業場所

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- 9882181 就業場所

不問 (1)8時30分～17時30分

TEL 0265-70-5981
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 9894581 就業場所
普通自動車免許一種

18歳以上 (1)23時00分～8時30分
(2)17時00分～23時00分

TEL 0265-76-6100 (3)8時30分～17時30分
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 9853581 就業場所 長野県伊那市
変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1)8時15分～8時14分

TEL 0265-83-6266
（従業員数 3人 ）

正社員以外 20060- 9857281 就業場所 長野県駒ヶ根市
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-78-4111
（従業員数 210人 ）

パート労働者 20060- 9867081 就業場所 長野県伊那市

不問 (1)9時00分～15時45分

TEL 0265-79-8552
（従業員数 34人 ）

パート労働者 20060- 9875081 就業場所

不問 (1)8時30分～17時15分

TEL 0265-79-8552
（従業員数 34人 ）

正社員以外 20060- 9876381 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1)0時00分～9時00分 中型自動車免許一種

TEL 0265-73-8320
（従業員数 98人 ）

正社員 20060- 9789081 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1)8時30分～17時30分

TEL 0265-74-1180
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 9740581 就業場所 長野県伊那市

営業≪急募≫
月給

株式会社　パネックス　長
野工場

伊那市東春近７０００番９
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号
のイ

250,000円～
350,000円

４ｔ運転手≪急募≫
月給

株式会社　中央高速運輸

長野県伊那市西春近５８４８－２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号 258,428円～

298,428円

製造（スイッチ・パ
イロットライト）の
組立作業≪急募≫

時給

マルヤス電業株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字三日町
６４５－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形830円～830円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 128,650円～

128,650円

製造（スイッチ・パ
イロットライト）の
組立作業≪急募≫

時給

マルヤス電業株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字三日町
６４５－１ 雇用・労災・

財形
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

830円～830円

給食技師（子育て支
援課）
≪急募≫

時給

伊那市役所

長野県伊那市下新田３０５０番地
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

994円～1,149円
8時30分～17時00分の間

の3時間

施設警備員（駒ヶ根
市）
　　※急募

時給
株式会社全日警長野支社
駒ヶ根事務所

長野県駒ヶ根市上穂南４－１　竹
内ビル２階


雇用・労災・
健康・厚生

850円～850円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号 150,450円～

150,450円

株式会社　サンユウ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
７９８５－５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 180,000円～
300,000円

病院救急受付及び入
口受付業務（伊那中
央病院）※急募

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
省令２号

900円～1,140円

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,500円～1,700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４３
４０－４

雇用・労災

雇用期間の定めなし
省令２号

950円～1,000円

雇用・労災・
健康・厚生

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 168,188円～
186,875円

臨床検査技師≪急募
≫

月給
医療法人　時修会　木村内
科医院

長野県伊那市荒井３４７０－１
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～

250,000円

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

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

172,800円～
200,000円

9時00分～22時00分の間
の8時間程度

所在地・就業場所

品質管理
　※急募

月給

株式会社ミヤシタフーズ

長野県伊那市上新田２３７２－２

ホールスタッフ
　※急募

月給

新鮮飯店　（株）南信観光

長野県伊那市狐島４２５７－１
（ハローワーク伊那の北隣）

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

臨床検査技師≪急募
≫

時給
医療法人　時修会　木村内
科医院

長野県伊那市荒井３４７０－１

【急募】製品の塗装
作業

月給
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不問 (1)8時10分～17時00分

TEL 0265-78-2529
（従業員数 39人 ）

パート労働者 20060- 9758581 就業場所

不問 (1)9時00分～15時00分
(2)9時00分～12時00分

TEL 0265-82-3390
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 9771081 就業場所 長野県駒ヶ根市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳～64
歳

(1)6時30分～15時30分
(2)11時00分～20時00分

TEL 0265-98-7583 (3)17時30分～8時30分
（従業員数 36人 ）

正社員 20060- 9773681 就業場所 厚生年金基金

不問 (1)8時25分～17時25分

TEL 0265-79-2323
（従業員数 21人 ）

パート労働者 20060- 9776481 就業場所

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 0265-86-4254
（従業員数 31人 ）

正社員 20060- 8876681 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 0265-79-8552
（従業員数 34人 ）

正社員 20060- 8775881 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 0265-86-7701
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 8207781 就業場所

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 0265-86-4254
（従業員数 31人 ）

正社員 20060- 8024081 就業場所

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 0265-86-4254
（従業員数 31人 ）

正社員 20060- 8025381 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 0265-86-4254
（従業員数 31人 ）

正社員 20060- 8026681 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

機械加工
月給

株式会社　下平工業

長野県上伊那郡飯島町飯島１５２
番地１ 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～

230,000円

ショットブラスト機
操作・エンドレス加
工

月給

株式会社　下平工業

長野県上伊那郡飯島町飯島１５２
番地１ 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～

230,000円

機械オペレーター
月給

株式会社　下平工業

長野県上伊那郡飯島町飯島１５２
番地１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 200,000円～

250,000円

事務
時給

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
850円～880円

ホットプレート計測
器の組立
検査・出荷（新規事
業導入）

月給

マルヤス電業株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字三日町
６４５－１ 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～

200,000円

製品検査・仕上げ
月給

株式会社　下平工業

長野県上伊那郡飯島町飯島１５２
番地１ 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～

230,000円

介護（急募）
月給 地域密着型特別養護老人

ホームかがやき
（社会福祉法人なごやか福
祉会）

長野県駒ヶ根市赤穂１４番地８９
２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 167,000円～
212,000円

メイキングスタッフ
《急募》

時給
株式会社ビジニナル・サー
ビスセンター

長野県駒ヶ根市赤穂１０１９－２

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

821円～900円

ボール盤作業
　※急募

時給

有限会社　協和精機製作所

長野県上伊那郡南箕輪村５１６７
番地 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

900円～1,100円
8時10分～17時00分の間

の5時間程度

自動車部品のプレス
加工オペレーター
≪急募≫

時給

ミカドテクノス株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字三日町
８８８

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

1,200円～1,200円
8時25分～17時25分の間

の5時間以上

リフレッシュ求人（11／2～11／8) 

 
※リフレッシュ求人とは、当該期間中に条件緩和等により 

  応募しやすく変更した求人です。変更内容につきましては 

  窓口でお問い合わせください。 ℡ ０２６５－７３－８６０９ 
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