
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

変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種
45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 フォークリフト技能者

TEL 0266-41-0864
（従業員数 17人 ）

正社員 20060- 9945281 就業場所 確定拠出年金
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時25分

TEL 0265-79-8838
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 9946181 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 6人 ）

有期雇用派遣 20060- 9948381 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

不問 (1) 8時25分～17時25分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 7人 ）

有期雇用派遣 20060- 9949681 就業場所 長野県伊那市
交替制あり

35歳以下 (1) 7時00分～15時45分
(2) 8時30分～17時15分

TEL 0265-70-7200 (3)16時15分～ 1時00分
（従業員数 35人 ）

正社員 20060- 9956381 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-72-8861
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 9961281 就業場所

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
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 74人 ）

正社員 20060- 9965681 就業場所
交替制あり 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (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 74人 ）

正社員 20060- 9966981 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-85-3111
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 9972681 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-74-8844
（従業員数 60人 ）

正社員 20060- 9974581 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時30分

TEL 0265-78-2929
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 9975481 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時20分～17時10分

TEL 0265-72-3129
（従業員数 23人 ）

正社員 20060- 9978281 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-1221
（従業員数 37人 ）

正社員 20060- 9979181 就業場所 長野県伊那市 厚生年金基金

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

長野県上伊那郡辰野町伊那富２６
７０－２

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４

印刷オペレーター
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
省令３号の

イ
230,000円～
400,000円

ラインオペレーター
月給

株式会社ミヤシタフーズ

長野県伊那市上新田２３７２－２
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 172,800円～

200,000円

食品製造＜幹部候補＞
月給

株式会社イチハラフーズ
伊那工場

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

長野県伊那市西町５３８０－１

組立溶接工及び付随作業
月給

有限会社　富島鉄工所

長野県伊那市美篶青島１０７９７
－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 156,000円～
200,000円

製造
時給

株式会社　長野ユーシン
雇用・労災・
健康・厚生

1,300円～1,300円
雇用期間の定めなし

年齢不問 208,000円～
208,000円

設備保全
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・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 180,000円～
220,000円

長野県上伊那郡宮田村３７１５

品質管理
　※急募 月給

株式会社ミヤシタフーズ

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

長野県伊那市上新田２３７２－２

金型保全
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・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 180,000円～
220,000円

年齢不問 250,000円～
250,000円

機械オペレーター
（フライス加工） 月給

株式会社　鋼研
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
170,000円～
250,000円

長野県上伊那郡箕輪町大字中曽根
５３０番地３

長野県上伊那郡南箕輪村大芝２３
８０－７７６

車両整備士
月給

株式会社　泉翔
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

トラック乗務員
月給

大河原運送　株式会社
辰野営業所

製造（加工）
時給

株式会社　ナオス

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４

1,250円～1,300円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 197,750円～

205,660円

株式会社　ナオス
1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 164,000円～

164,000円

雇用期間の定めなし
省令１号

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
180,000円～
240,000円

機械オペレーター
月給

信州電子工業株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１０３２０一２０ 雇用・労災・

健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

220,000円～
250,000円

自動車部品の梱包・ラベ
ル作成 時給
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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- 9984781 就業場所

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0266-41-0286
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 9986281 就業場所
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

35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-81-6300
（従業員数 37人 ）

正社員 20060- 9990581 就業場所
変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-85-3388
（従業員数 60人 ）

正社員 20060- 9991481 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0266-41-2005
（従業員数 24人 ）

正社員 20060- 9995181 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-73-7900
（従業員数 6人 ）

正社員 20060-10000381 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時25分～17時30分

TEL 0265-76-1734
（従業員数 12人 ）

正社員 20060-10008181 就業場所 長野県伊那市
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 20060-10010981 就業場所
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 44人 ）

正社員 20060-10013781 就業場所

不問 (1) 8時45分～17時30分

TEL 0265-76-4111
（従業員数 164人 ）

正社員以外 20060- 9880881 就業場所 長野県伊那市
中型自動車免許一種

18歳～40歳 (1) 3時00分～12時00分 フォークリフト技能者

(2) 8時00分～17時00分
TEL 0265-76-9333 (3)17時00分～ 0時00分

（従業員数 14人 ）
正社員 20060- 9883081 就業場所

普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-71-5211
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 9884381 就業場所
自動二輪車免許

不問 (1) 8時00分～16時45分 原動機付自転車免許

TEL 0265-72-2552
（従業員数 7人 ）

正社員以外 20060- 9885681 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

製造（メッキ作業・金属
製品の表面処理） 月給

株式会社　エフォーテッ
ク

長野県上伊那郡南箕輪村６１８１
－４ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 180,000円～
220,000円

集配業務（小野郵便局）
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

980円～980円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 159,152円～

159,152円

生産ライン作業者
時給

株式会社　ＪＶＣケン
ウッド長野

雇用・労災・
健康・厚生

1,100円～1,400円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 169,648円～

215,915円

長野県伊那市西箕輪２６７６－１

自動車運転手
月給

松運サービス株式会社

上伊那郡南箕輪村２１２０－１
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
162,240円～
313,320円

製品梱包・配送業務
時給

有限会社伸和工作
雇用・労災・
健康・厚生

900円～1,200円
雇用期間の定めなし

年齢不問 155,520円～
207,360円

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１７
２６－２

金属プレス部品加工のオ
ペレーター 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

切花セット工場スタッフ
月給

株式会社ニチノウシュプ
ロス

長野県上伊那郡南箕輪村中の原８
３０６ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 180,000円～
240,000円

制御盤設計・製作・制御
プログラム開発 月給

株式会社　ジーシーエル

長野県上伊那郡南箕輪村８２９４
－２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

195,000円～
220,000円

きのこ生産係
時給

農事組合法人　ひかり
雇用・労災・
健康・厚生

830円～830円
雇用期間の定めなし

省令１号 143,445円～
143,445円

長野県上伊那郡宮田村７１６７

製造・検査
時給

有限会社エコー電子

長野県上伊那郡辰野町大字赤羽４
３６ 雇用・労災・

健康・厚生
825円～825円

雇用期間の定めなし
年齢不問 129,938円～

129,938円

小型サーボモータの組立
月給

株式会社　ウィンベル
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～
250,000円

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

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 168,188円～
186,875円

長野県駒ヶ根市赤穂　８１７２－
６０

印刷・検査業務
月給

株式会社　文友社

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
160,000円～
210,000円

成形工
時給

有限会社中央合成樹脂製
作所

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

長野県伊那市日影３４２－１

長野県上伊那郡辰野町大字赤羽８
１４
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原動機付自転車免許
不問 (1) 8時00分～16時45分 自動二輪車免許

TEL 0265-72-2552
（従業員数 23人 ）

正社員以外 20060- 9886981 就業場所 長野県上伊那郡宮田村
原動機付自転車免許

不問 (1) 8時00分～16時45分 自動二輪車免許

TEL 0265-72-2552
（従業員数 23人 ）

正社員以外 20060- 9887581 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
自動二輪車免許

不問 (1) 8時00分～16時45分 原動機付自転車免許

TEL 0265-72-2552
（従業員数 37人 ）

正社員以外 20060- 9888481 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
自動二輪車免許

不問 (1) 8時00分～16時45分 原動機付自転車免許

TEL 0265-72-2552
（従業員数 15人 ）

正社員以外 20060- 9889781 就業場所 長野県伊那市
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

18歳～35歳 (1) 8時15分～17時15分
(2)18時00分～ 2時00分

TEL 0265-72-1511
（従業員数 111人 ）

正社員 20060- 9892681 就業場所 確定給付年金
普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-5265
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 9893981 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

不問 (1) 8時00分～17時00分
(2) 6時00分～15時00分

TEL 0265-88-3691 (3) 9時00分～18時00分
（従業員数 3人 ）

正社員以外 20060- 9897881 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 7時30分～17時00分

TEL 0265-73-9533
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 9912081 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町 厚生年金基金

35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-79-8701
（従業員数 41人 ）

正社員 20060- 9913381 就業場所

30歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-79-8701
（従業員数 41人 ）

正社員 20060- 9916581 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-79-8701
（従業員数 41人 ）

正社員 20060- 9917481 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0266-41-5255
（従業員数 44人 ）

正社員以外 20060- 9935781 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 7時30分～17時00分

TEL 0265-83-4868
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 9938181 就業場所

箱詰作業者
時給

扶桑化学株式会社

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
７３６２－２０ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形850円～870円

雇用期間の定めなし
年齢不問 142,120円～

145,464円
建築塗装工

月給

井口塗装店

長野県駒ヶ根市赤穂８７２１－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
142,069円～
230,000円

プラスチック金型製作
月給

株式会社ハヤシテクノ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１０８００－１１９
帯無工業団地内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
200,000円～
370,000円

プラスチック金型製作
月給

株式会社ハヤシテクノ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１０８００－１１９
帯無工業団地内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 200,000円～

370,000円

現場作業
月給

株式会社　信州ウェイス
ト

長野県伊那市西春近５８０６
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
220,000円～
400,000円

プラスチック射出成形オ
ペレーター 月給

株式会社ハヤシテクノ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１０８００－１１９
帯無工業団地内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
215,000円～
340,000円

【急募】製品の塗装作業
月給

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

農作業
時給

株式会社　まつむら農園

長野県上伊那郡中川村片桐２３３
３番１

雇用・労災
821円～850円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 164,200円～

170,000円

生産オペレーター（２交
替制） 月給

三洋グラビア株式会社

長野県伊那市西箕輪２４１５
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
193,600円～
248,000円

配達、販売、営業
月給

株式会社原金物

長野県伊那市山寺２８７－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
206,000円～
246,000円

集配業務（箕輪郵便局）
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

980円～980円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 159,152円～

159,152円
集配業務（伊那郵便局）

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

930円～930円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 151,032円～

151,032円

集配業務（宮田郵便局）
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

930円～930円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 151,032円～

151,032円
集配業務（南箕輪郵便
局） 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

980円～980円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 159,152円～

159,152円
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不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-82-5161
（従業員数 116人 ）

正社員 20060- 9939081 就業場所
交替制あり 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
(2)15時00分～23時00分

TEL 0265-82-5161 (3)23時00分～ 7時00分
（従業員数 114人 ）

正社員 20060- 9940981 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～16時50分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060- 9832081 就業場所 長野県駒ヶ根市
変形（１年単位） 中型一種（８ｔ限定）

不問 (1) 7時45分～17時00分

TEL 0265-78-8208
（従業員数 23人 ）

正社員 20060- 9837481 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時45分～17時00分

TEL 0265-78-8208
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 9839881 就業場所 長野県伊那市
大型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 フォークリフト技能者

(2)13時00分～22時00分
TEL 0265-88-3951 (3)15時00分～ 0時00分

（従業員数 18人 ）
正社員 20060- 9840181 就業場所

普通自動車免許一種
不問 (1) 7時30分～16時00分

TEL 090-1613-9888
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 9841081 就業場所
変形（１年単位） 大型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～16時20分 大型特殊自動車一種
移動式クレーン運転士

TEL 0265-72-7218
（従業員数 16人 ）

正社員 20060- 9842381 就業場所
変形（１年単位） 中型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

TEL 0265-78-4288
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 9844981 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 車両系基礎工事用運転

TEL 0265-87-2211
（従業員数 28人 ）

正社員 20060- 9848881 就業場所 厚生年金基金
普通自動車免許一種

33歳以下 (1) 8時30分～17時20分

TEL 0265-82-5191
（従業員数 100人 ）

正社員 20060- 9862481 就業場所
普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 6時00分～14時25分
(2)14時20分～22時45分

TEL 0265-79-8888 (3)22時20分～ 6時05分
（従業員数 176人 ）

正社員以外 20060- 9871781 就業場所
変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-79-8259
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 9872881 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

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

長野県伊那市狐島３８３６－１

長野県伊那市西春近５２８２－１

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

生産管理および梱包
月給

長野ドライルーブ　株式
会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８６８８－５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 156,000円～
165,000円

ベアリングの製造補助
日給

ＮＴＮ株式会社　長野製
作所

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１４０１７－１１ 雇用・労災・

健康・厚生
9,600円～9,600円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 省令２号 196,800円～

196,800円

機械オペレーター
月給

ＩＡＭ電子　株式会社

長野県駒ヶ根市赤穂９８４７番地
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
163,000円～
250,000円

土木技能職
月給

福美建設株式会社

長野県駒ヶ根市中沢４８９４－１
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～

300,000円

舗装、土木作業員
月給

環境建設有限会社
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 179,200円～

268,000円

クレーン運転士
日給

株式会社　丸登運送　伊
那営業所

長野県上伊那郡南箕輪村４３－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形6,300円～6,300円

雇用期間の定めなし
年齢不問 228,600円～

258,600円

林内作業員
日給

南アルプス林業合同会社

長野県伊那市長谷溝口１２３９－
１ 雇用・労災・

健康・厚生
8,000円～13,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問 176,000円～

286,000円

一般貨物ドライバー
（中・長距離） 月給

東新物流株式会社　長野
営業所

長野県上伊那郡中川村片桐６５１
２－１１２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 250,000円～
350,000円

産業廃棄物分別処理作業
員 日給

株式会社　那須屋興産

長野県伊那市西町６６１２－２
雇用・労災・
健康・厚生

8,000円～10,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 178,400円～
223,000円

組立・加工作業員
時給

セントラルソーシング
株式会社

雇用・労災・
健康・厚生

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 192,618円～

192,618円
運転手

日給

株式会社　那須屋興産

長野県伊那市西町６６１２－２
雇用・労災・
健康・厚生10,000円～11,000

円雇用期間の定めなし
年齢不問 223,000円～

245,300円

検査・測定業務
月給

株式会社駒ヶ根電化

長野県駒ヶ根市飯坂２－５－１０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

230,000円
製造職

月給

株式会社駒ヶ根電化

長野県駒ヶ根市飯坂２－５－１０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号 170,000円～

280,000円
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交替制あり 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時25分～17時25分

(2) 5時00分～13時20分
TEL 0265-78-1111 (3)13時15分～21時35分

（従業員数 317人 ）
正社員以外 20060- 9786881 就業場所

変形（１ヶ月単位） 大型特殊自動車一種
59歳以下 (1) 7時00分～16時00分

(2) 9時00分～18時00分
TEL 0265-73-8320 (3)11時00分～20時00分

（従業員数 98人 ）
正社員 20060- 9787281 就業場所 長野県伊那市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 9時00分～18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- 9788181 就業場所 長野県伊那市
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
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時25分～17時25分
(2) 5時00分～13時20分

TEL 0265-78-1111 (3)13時15分～21時35分
（従業員数 317人 ）

正社員以外 20060- 9790981 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時25分～17時25分

TEL 0265-78-1111
（従業員数 317人 ）

正社員以外 20060- 9791581 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-74-8844
（従業員数 60人 ）

正社員 20060- 9792481 就業場所
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- 9794881 就業場所
普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 7時30分～16時30分
(2)21時00分～ 4時00分

TEL 0266-43-1825
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 9797081 就業場所 長野県塩尻市
変形（１年単位）

40歳以下 (1) 8時00分～17時15分

TEL 0265-55-3536
（従業員数 70人 ）

正社員 20060- 9798381 就業場所 長野県上伊那郡飯島町 確定給付年金
変形（１年単位）

35歳以下 (1) 8時00分～17時15分

TEL 0265-55-3536
（従業員数 70人 ）

正社員 20060- 9807181 就業場所 長野県上伊那郡飯島町 確定給付年金
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～17時00分 車両系整地掘削用運転

TEL 0265-72-3232
（従業員数 17人 ）

正社員 20060- 9814281 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-76-8078
（従業員数 21人 ）

正社員以外 20060- 9816081 就業場所

不問 (1) 7時45分～17時15分

TEL 0265-85-3263
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 9826681 就業場所

長野県伊那市西春近５８４８－２

土木作業員
月給

黒河内建設株式会社

上伊那郡宮田村３０１０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 220,000円～

420,000円

食品の加工、包装
時給

株式会社　マルシンフー
ズ

長野県伊那市西箕輪３９００－１
６２ 雇用・労災・

健康・厚生
900円～900円

雇用期間の定めなし
年齢不問 151,866円～

151,866円

技能職員
月給

上伊那森林組合

長野県伊那市東春近１６０４－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 200,000円～

300,000円

製造技術
月給

三甲　株式会社　長野工
場

長野県上伊那郡飯島町七久保
２７１０ 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
165,610円～
205,900円

加工スタッフ
月給

三甲　株式会社　長野工
場

長野県上伊那郡飯島町七久保
２７１０ 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
162,290円～
205,900円

軌道工
日給

有限会社　穂苅軌道

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
９１９９－２５ 雇用・労災・

健康・厚生
8,500円～15,000円

雇用期間の定めなし
省令２号 182,750円～

322,500円

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

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 168,188円～
186,875円

食品製造＜幹部候補＞
月給

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 180,000円～

300,000円

運搬作業
時給

株式会社キッツ　伊那工
場

長野県伊那市東春近７１３０
雇用・労災・
健康・厚生

1,250円～1,350円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 198,000円～

213,840円

塗装業務
時給

株式会社キッツ　伊那工
場

長野県伊那市東春近７１３０
雇用・労災・
健康・厚生

1,250円～1,350円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 198,000円～

213,840円

４ｔ運転手≪急募≫
月給

株式会社　中央高速運輸
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

４ｔ運転手
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

大型トラック運転手
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 228,428円～

268,428円

組立業務
時給

株式会社キッツ　伊那工
場

長野県伊那市東春近７１３０
雇用・労災・
健康・厚生

1,250円～1,350円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 198,000円～

213,840円
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不問 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0265-76-1060
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 9726781 就業場所

不問 (1) 8時15分～17時30分

TEL 0265-79-9768
（従業員数 8人 ）

正社員以外 20060- 9730681 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時30分

TEL 0265-79-9768
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 9731981 就業場所
交替制あり

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分
(2)22時00分～ 6時30分

TEL 0265-85-3333
（従業員数 160人 ）

正社員 20060- 9732581 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

18歳以上 (1)23時00分～ 8時00分 普通自動車免許ＡＴ
フォークリフト技能者

TEL 0265-72-3617
（従業員数 48人 ）

正社員以外 20060- 9734781 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-72-3617
（従業員数 48人 ）

正社員 20060- 9736281 就業場所
変形（１年単位） 大型自動車免許一種

18歳～44歳 (1)17時30分～ 3時30分 フォークリフト技能者

TEL 0265-72-3617
（従業員数 48人 ）

正社員 20060- 9737181 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
変形（１年単位） フォークリフト技能者

39歳以下 (1) 8時30分～18時00分 中型自動車免許一種
普通自動車免許一種

TEL 0265-72-3617
（従業員数 48人 ）

正社員 20060- 9738081 就業場所

35歳以下 (1) 8時20分～17時00分

TEL 0265-72-6616
（従業員数 166人 ）

正社員 20060- 9741481 就業場所
交替制あり

不問 (1) 8時30分～17時10分

TEL 0265-96-0191
（従業員数 70人 ）

正社員 20060- 9745181 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-79-0026
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 9751881 就業場所
交替制あり

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分
(2)20時30分～ 5時30分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 2人 ）

有期雇用派遣 20060- 9759481 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時25分～17時25分 クレーン限定運転士
(2) 5時00分～13時20分 玉掛技能者

TEL 0265-81-1372 (3)13時15分～21時35分
（従業員数 8人 ）

有期雇用派遣 20060- 9761181 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 6人 ）

有期雇用派遣 20060- 9762081 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

樹脂成型機オペレーター
又は自動機オペレーター 時給

株式会社　ナオス

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４
雇用・労災・
健康・厚生

1,000円～1,050円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 164,000円～

172,200円

長野県伊那市美篶９０１６－２

長野県上伊那郡宮田村６７５０番
地

長野県上伊那郡南箕輪村中ノ原９
５９５－１

長野県上伊那郡南箕輪村中ノ原９
５９５－１

長野県上伊那郡南箕輪村中ノ原９
５９５－１

バルブの加工・組立（急
募） 時給

株式会社　ナオス

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４
雇用・労災・
健康・厚生

1,150円～1,150円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 181,930円～

181,930円

成形機オペレーター
時給

株式会社　ナオス
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） 省令２号 176,400円～

176,400円

機械の組立及び電気配線
月給

有限会社ＮＯＴＥＳ
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 168,000円～

235,000円

長野県上伊那郡箕輪町三日町１６
７９－３

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４

金属部品の機械加工（経
験不問） 月給

シキボウ株式会社　長野
事業所

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 160,000円～

300,000円

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪８６
７３

試験業務従事者
月給

株式会社イナリサーチ

長野県伊那市西箕輪２１４８－１
８８ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

178,000円～
350,000円

小型・中型ドライバー
月給

東海西濃運輸株式会社
伊那支店

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
196,400円～
216,400円

長野県上伊那郡南箕輪村中ノ原９
５９５－１

大型運転手
月給

東海西濃運輸株式会社
伊那支店

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～
346,900円

事務職員
月給

東海西濃運輸株式会社
伊那支店

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
168,900円～
191,900円

現場仕分け作業
時給

東海西濃運輸株式会社
伊那支店

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） 省令２号 171,200円～

171,200円

ＮＣ機械オペレーター
（機械加工） 月給

株式会社ティービーエム

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
165,000円～
303,000円

自動車修理・整備他　
板金・塗装 月給

中谷自動車有限会社

長野県上伊那郡箕輪町東箕輪４８
９０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 160,000円～

250,000円

自動車整備工（見習い）
月給

中谷自動車有限会社

長野県上伊那郡箕輪町東箕輪４８
９０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 150,000円～

180,000円

濾過器（フィルター）製
造作業 月給

有限会社　エヌエステッ
ク

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 137,400円～

200,000円
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交替制あり
18歳以上 (1)15時30分～ 0時30分

(2)17時30分～ 2時30分
TEL 0265-81-1372 (3)23時30分～ 8時30分

（従業員数 6人 ）
有期雇用派遣 20060- 9763381 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
(2) 5時00分～14時00分

TEL 0265-81-1372 (3)13時00分～22時00分
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060- 9764681 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060- 9765981 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
変形（１年単位）

18歳以上 (1) 8時00分～16時45分
(2)20時00分～ 5時45分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 17人 ）

有期雇用派遣 20060- 9768781 就業場所 長野県上伊那郡宮田村
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～17時00分 中型自動車免許一種

TEL 0265-88-4008
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 9769881 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～17時00分 中型自動車免許一種

TEL 0265-88-4008
（従業員数 11人 ）

正社員以外 20060- 9770181 就業場所

39歳以下 (1) 8時00分～17時05分

TEL 0265-82-3256
（従業員数 192人 ）

正社員 20060- 9783581 就業場所
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時25分～17時25分
(2) 5時00分～13時20分

TEL 0265-78-1111 (3)13時15分～21時35分
（従業員数 317人 ）

正社員以外 20060- 9784481 就業場所

機械加工職
時給

株式会社キッツ　伊那工
場

長野県伊那市東春近７１３０
雇用・労災・
健康・厚生

1,250円～1,350円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 198,000円～

213,840円

部品検査又は治具掛け
月給

塚田理研工業株式会社

長野県駒ヶ根市赤穂１６３９７－
５ 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
140,000円～
200,000円

現場作業員
時給

長野アウトテリア有限会
社

長野県上伊那郡中川村片桐２６８
２－１ 雇用・労災・

健康・厚生
1,000円～1,350円

雇用期間の定めなし
年齢不問 172,800円～

233,280円

現場技術者・現場作業員
月給

長野アウトテリア有限会
社

長野県上伊那郡中川村片桐２６８
２－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 280,000円～
423,000円

製造
時給

株式会社　ナオス

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４
雇用・労災・
健康・厚生

1,350円～1,400円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号 218,700円～

226,800円

測定、検査
時給

株式会社　ナオス

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４
雇用・労災・
健康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 172,800円～

172,800円

鋳造オペレーター
時給

株式会社　ナオス

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４
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） 省令２号 184,800円～

184,800円

樹脂成型機オペレーター
又は自動機オペレーター 時給

株式会社　ナオス

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４
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） 省令２号 172,200円～

172,200円
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変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-86-8171 (3)13時00分～22時00分
（従業員数 18人 ）

正社員 20060- 9944881 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 0265-73-0313
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 9955081 就業場所
美容師

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許一種

TEL 0265-71-4670
（従業員数 33人 ）

正社員以外 20060- 9959581 就業場所
美容師

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-71-4670
（従業員数 33人 ）

正社員以外 20060- 9960881 就業場所

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ヶ月単位） 介護福祉士

18歳～59
歳

(1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許一種

(2)10時30分～19時30分 介護職員初任者研修

TEL 0265-88-4069 (3) 7時00分～16時00分
（従業員数 22人 ）

正社員 20060- 9968481 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～21時00分

TEL 0265-72-3168
（従業員数 16人 ）

正社員 20060- 9997381 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-82-2973
（従業員数 14人 ）

正社員 20060-10009081 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時45分～18時00分

TEL 0265-76-1911
（従業員数 13人 ）

正社員 20060-10014881 就業場所 長野県伊那市 厚生年金基金
調理師

18歳以上 (1)15時00分～ 0時00分

TEL 0265-78-8719
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 9881281 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-5265
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 9893981 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分
(2) 7時00分～16時00分

TEL 0265-76-2020 (3)13時00分～22時00分
（従業員数 40人 ）

正社員 20060- 9898281 就業場所
変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時30分～18時15分
(2) 8時30分～19時00分

TEL 0265-84-1131 (3) 8時30分～14時00分
（従業員数 47人 ）

正社員 20060- 9907981 就業場所 長野県上伊那郡宮田村
変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時30分～18時15分
(2) 8時30分～19時00分

TEL 0265-84-1131 (3) 8時30分～14時00分
（従業員数 47人 ）

正社員 20060- 9910281 就業場所

歯科助手（アシスタ
ント）

月給
医療法人　Ｓｍｉｌｅ
＆Ｗｅｌｌｎｅｓｓ
あるが歯科クリニック

長野県上伊那郡宮田村７５５６－
２５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 180,000円～
220,000円

本棟受付（歯科助
手）

月給
医療法人　Ｓｍｉｌｅ
＆Ｗｅｌｌｎｅｓｓ
あるが歯科クリニック

長野県上伊那郡宮田村７５５６－
２５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 180,000円～
220,000円

介護職員
月給

社会福祉法人　ふれあ
い（みなみみのわ　ふ
れあいの里）

長野県上伊那郡南箕輪村１６３４
番地３４９ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令２号 150,000円～
170,000円

配達、販売、営業
月給

株式会社原金物

長野県伊那市山寺２８７－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
206,000円～
246,000円

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号 168,000円～

250,000円
営業（リフォーム・
物品・自社提案商
品）

月給
有限会社　あーすホー
ム

長野県上伊那郡南箕輪村８２８３
－３ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

所在地・就業場所

介護職員
月給

有限会社　平成（グ
ループホーム道）

長野県上伊那郡飯島町田切１６１
－５２

株式会社シュール（Ｓ
ｕｒｅ）

長野県上伊那郡南箕輪村５４２４
－７

雇用期間の定めなし
年齢不問 183,000円～

250,000円

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 170,000円～

220,000円

まつ毛エクステ
月給

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 150,000円～

220,000円

ブライダルヘアメイ
ク

月給
株式会社シュール（Ｓ
ｕｒｅ）

長野県上伊那郡南箕輪村５４２４
－７

介護職
月給

社会福祉法人　麦の家

長野県上伊那郡中川村大草４５５
９番地 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 171,000円～

201,000円

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） 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

9時00分～22時00分の間
の8時間程度

営業職
月給

有限会社　松本プラス
チック製作所

長野県駒ヶ根市赤穂１４７４４－
３ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号
のニ

201,000円～
250,000円

調理
月給

合名会社　だるま

伊那市荒井３３８６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～

200,000円

調理師
月給

有限会社クッシーカン
パニー

長野県伊那市西町４８８２－２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号 180,000円～

240,000円

営業
月給

ホンダカーズ松本南
伊那西店
株式会社アルプス

長野県伊那市西春近２４４８
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
186,000円～
285,000円

℡ ０２６５－７３－８６０９ 
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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（11／2～11／8） ○ハローワークインターネットサービス 

 最新の求人情報を検索して頂けます。 
                 https://www.hellowork.go.jp/ 
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美容師
不問 (1)10時00分～19時00分 理容師

TEL 070-3347-0777
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 9926481 就業場所 長野県駒ヶ根市
美容師

不問 (1)10時00分～19時00分 理容師

TEL 070-3347-0777
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 9927781 就業場所 長野県伊那市
美容師

不問 (1)10時00分～19時00分 理容師

TEL 070-3347-0777
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 9928881 就業場所 長野県伊那市
美容師

不問 (1)10時00分～19時00分 理容師

TEL 070-3347-0777
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 9929281 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
美容師

不問 (1)10時00分～19時00分 理容師

TEL 070-3347-0777
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 9930381 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
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- 9936881 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
交替制あり

18歳～40
歳

(1) 6時00分～15時00分
(2)10時00分～19時00分

TEL 0265-73-1153 (3)15時00分～23時59分
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 9828581 就業場所
変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 6時00分～11時00分
(2)16時00分～19時00分

TEL 0265-79-0328
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 9831181 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-76-5155
（従業員数 2人 ）

正社員 20060- 9833381 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-88-2033
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 9835981 就業場所
美容師

不問 (1)10時00分～19時00分

TEL 0265-72-1704
（従業員数 2人 ）

正社員 20060- 9849281 就業場所

18歳～45
歳

(1) 8時15分～17時00分
(2)17時00分～ 1時00分

TEL 0265-76-6100 (3) 1時00分～ 8時30分
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 9852981 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0265-78-2311
（従業員数 51人 ）

正社員 20060- 9855781 就業場所
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

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

営業職
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 230,000円～

273,000円

ビル総合管理
月給

株式会社ＢＩＳＯ

長野県伊那市東春近５４９－３
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令２号 210,000円～

270,000円

美容業務全般
月給

Ａｍｉｔｉｅ　高木公
明

長野具伊那市境１３７０－３

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 180,000円～

250,000円

フロント
月給

中川観光開発株式会社

長野県上伊那郡中川村大草４４８
９ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

200,000円
7時30分～21時00分の間
の8時間程度

不動産営業
月給

有限会社　オオタニ計
画

長野県上伊那郡南箕輪村５４３１
－２ 労災・健康・

厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 195,000円～
270,000円

調理（ながた荘）
月給

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
２１３４－４２ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

200,000円

喫茶店スタッフ
月給

コメダ珈琲伊那ナイス
ロード店

伊那市上新田２４１２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号 175,000円～

250,000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
２１３４－４２ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形821円～821円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 139,242円～

139,242円
10時00分～20時30分の
間の8時間程度

美容師・理容師
（ビーウィッシュ辰
野店）

月給
ビーウィッシュ有限会
社

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４
４０－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 210,000円～
460,000円

美容師・理容師（プ
ラスアルファ伊北
店）

月給
ビーウィッシュ有限会
社

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４
４０－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 210,000円～
460,000円

美容師・理容師（プ
ラスアルファ伊那中
央通り店）

月給
ビーウィッシュ有限会
社

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４
４０－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 210,000円～
460,000円

美容師・理容師（ク
イックカット伊那ア
ピタ前店）

月給
ビーウィッシュ有限会
社

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４
４０－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 210,000円～
460,000円

美容師・理容師（プ
ラスアルファ駒ヶ根
店）

月給
ビーウィッシュ有限会
社

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４
４０－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 210,000円～
460,000円
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変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1) 7時00分～16時00分

(2)10時30分～19時30分
TEL 0266-44-1321 (3)16時00分～10時00分

（従業員数 30人 ）
正社員以外 20060- 9858181 就業場所

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

(2) 9時00分～19時30分
TEL 0265-73-8811

（従業員数 28人 ）
正社員 20060- 9859081 就業場所

交替制あり
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

(2)21時00分～ 6時00分
TEL 0265-71-7321

（従業員数 6人 ）
正社員以外 20060- 9864881 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村

変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

18歳～59
歳

(1) 6時30分～15時30分 普通自動車免許一種

(2)10時00分～19時00分
TEL 0265-77-0350 (3)17時15分～10時15分

（従業員数 46人 ）
正社員 20060- 9868381 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 6時30分～15時30分

(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 89人 ）
正社員以外 20060- 9869681 就業場所 長野県伊那市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 6時00分～15時00分
(2) 7時00分～16時00分

TEL 0265-77-0350 (3)11時00分～20時00分
（従業員数 25人 ）

正社員以外 20060- 9870481 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
変形（１年単位）

30歳以下 (1) 8時30分～18時30分

TEL 0265-98-0385
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 9800681 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～15時30分
(2)13時30分～22時00分

TEL 0265-83-3870
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 9808081 就業場所 長野県駒ヶ根市
変形（１年単位）

不問

TEL 0265-83-3870
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 9810581 就業場所
変形（１年単位）

不問

TEL 0265-83-3870
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 9812781 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1)10時15分～19時15分

TEL 0265-98-6345
（従業員数 35人 ）

正社員 20060- 9817381 就業場所
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
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- 9750781 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060- 9767481 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

販売・登録、サポー
ト業務
（箕輪）

時給

株式会社　ナオス

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４
雇用・労災・
健康・厚生

1,050円～1,200円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 173,040円～

197,760円

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１６
７９－３ 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

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

海外営業（中国担
当）

月給
宮澤フルート製造　株
式会社　長野飯島工場

長野県上伊那郡飯島町飯島７５８
番地 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 230,000円～
300,000円

調理
月給

株式会社　ホテルやま
ぶき

駒ヶ根市赤穂４９７－１４９７
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 161,000円～

230,000円
6時00分～21時00分の間
の8時間程度

サービススタッフ
日給

株式会社　ホテルやま
ぶき

駒ヶ根市赤穂４９７－１４９７
雇用・労災・
健康・厚生

7,000円～8,500円
雇用期間の定めなし

年齢不問 161,000円～
195,500円

7時00分～22時00分の間
の8時間程度

フロントスタッフ
日給

株式会社　ホテルやま
ぶき

駒ヶ根市赤穂４９７－１４９７
雇用・労災・
健康・厚生

7,000円～8,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 161,000円～
184,000円

スポーツトレーナー
月給

医療法人　高原医院

長野県上伊那郡南箕輪村５５８６
－２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号
のイ

140,000円～
160,000円

介護職員（南箕輪老
人ホーム）

時給
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

970円～1,130円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号 197,304円～

243,416円

介護職員（みすず四
恩の家）

時給
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

970円～1,130円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 197,304円～

243,416円

介護職員（かたくり
の里）

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

警備員
月給

有限会社　セントラル
伊那事務所

長野県伊那市中央５１５７　春日
ビル３Ｆ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令２号 150,000円～
180,000円

宴会等の接客・準
備・サービス業務

月給
信州ＩＮＡセミナーハ
ウス　（ランド商事
株式会社）

長野県伊那市日影１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
220,100円～
280,300円

介護職員（夜勤あ
り）【契約】

月給
社会福祉法人サンビ
ジョン第２グレイスフ
ル辰野

長野県上伊那郡辰野町大字樋口４
５４番地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 207,500円～

216,500円
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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
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0265-73-0139
（従業員数 12人 ）

正社員 20060- 9774981 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

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

TEL 0265-88-3337
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 9777781 就業場所
普通自動車免許一種

30歳以下 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-70-7200
（従業員数 107人 ）

正社員 20060- 9782981 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

営業職
月給

株式会社　東信鋼鉄

長野県上伊那郡箕輪町大字中曽根
５３０番地３ 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
175,000円～
220,000円

介護士
時給

特定非営利活動法人
かつら
（宅幼老所　かつら）

長野県上伊那郡中川村葛島６８５
雇用・労災・
健康・厚生

850円～950円
雇用期間の定めなし

省令２号 136,000円～
152,000円

営業職
月給

株式会社　ＭＥＳ甲信

長野県伊那市美篶５８３０－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
208,000円～
255,000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
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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
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-1221
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 9963081 就業場所 厚生年金基金
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 7時00分～15時45分

TEL 0265-88-4011
（従業員数 74人 ）

正社員 20060- 9971381 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10分

TEL 0265-72-3129
（従業員数 23人 ）

正社員 20060- 9977881 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30分～17時30分

TEL 0265-72-7161
（従業員数 27人 ）

正社員 20060- 9985881 就業場所 長野県伊那市
管理栄養士

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-79-1749
（従業員数 260人 ）

正社員 20060- 9996081 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
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-82-2973
（従業員数 14人 ）

正社員 20060-10009081 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00分

TEL 0265-86-3211
（従業員数 44人 ）

正社員 20060-10015281 就業場所
中型自動車免許一種

18歳～40
歳

(1) 3時00分～12時00分 フォークリフト技能者

(2) 8時00分～17時00分
TEL 0265-76-9333 (3)17時00分～ 0時00分

（従業員数 14人 ）
正社員 20060- 9883081 就業場所

普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-71-5211
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 9884381 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-78-8115
（従業員数 7人 ）

正社員以外 20060- 9896781 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～17時00分

TEL 0265-73-9533
（従業員数 9人 ）

正社員 20060- 9900781 就業場所 厚生年金基金
看護師

不問 (1) 8時30分～12時30分 准看護師
(2)14時30分～18時00分

TEL 0265-77-0582
（従業員数 11人 ）

正社員以外 20060- 9901881 就業場所

金属プレス部品の金
型設計、または金型
製作

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 250,000円～
350,000円

自動車運転手
月給

松運サービス株式会社

上伊那郡南箕輪村２１２０－１
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
162,240円～
313,320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
営業職

月給
有限会社　松本プラス
チック製作所

長野県駒ヶ根市赤穂１４７４４－
３ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号
のニ

201,000円～
250,000円

ＩＳＯ管理責任者
月給

ＮＣＣ株式会社

長野県伊那市西春近２４３１
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～

300,000円
管理栄養士

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
年齢不問 195,800円～

275,400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

生産管理
月給

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 194,450円～

217,800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

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

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～

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

制御電気設計
月給

株式会社ミヤシタフー
ズ

長野県伊那市上新田２３７２－２
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

製造（メッキ作業・
金属製品の表面処
理）

月給
株式会社　エフォー
テック

長野県上伊那郡南箕輪村６１８１
－４ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 180,000円～
220,000円

品質管理スタッフ
時給

北山ラベス株式会社

長野県伊那市荒井３０５２－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形1,000円～1,400円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 160,800円～

225,120円
一般事務

月給
株式会社　信州ウェイ
スト

長野県伊那市西春近５８０６
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 190,000円～

190,000円
看護師（予防接種）

時給
くろごうち内科・循環
器科医院　黒河内　典
夫

長野県伊那市境１６６４－３
雇用・労災・
健康・厚生

1,600円～1,800円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 264,000円～

297,000円
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看護師
不問 (1) 8時30分～12時30分

(2)14時15分～18時00分
TEL 0265-77-0582

（従業員数 11人 ）
正社員 20060- 9903181 就業場所

変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時30分～18時15分

(2) 8時30分～19時00分
TEL 0265-84-1131 (3) 8時30分～14時00分

（従業員数 47人 ）
正社員 20060- 9907981 就業場所 長野県上伊那郡宮田村

30歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-79-8701
（従業員数 41人 ）

正社員 20060- 9916581 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-79-8701
（従業員数 41人 ）

正社員 20060- 9917481 就業場所
変形（１ヶ月単位） 看護師

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

TEL 0265-83-2151
（従業員数 80人 ）

正社員 20060- 9920181 就業場所 厚生年金基金
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-82-5161
（従業員数 114人 ）

正社員 20060- 9941581 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-78-8208
（従業員数 27人 ）

正社員 20060- 9836581 就業場所
建築士（１級）

不問 (1) 7時30分～17時00分 建築士（２級）

TEL 0265-83-7134
（従業員数 24人 ）

正社員 20060- 9838781 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-7218
（従業員数 16人 ）

正社員 20060- 9843681 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

50歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-78-4288
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 9845581 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-87-2211
（従業員数 39人 ）

正社員 20060- 9846481 就業場所
変形（１年単位） 土木施工管理技士２級

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

土木施工管理技士１級

TEL 0265-87-2211
（従業員数 28人 ）

正社員 20060- 9847781 就業場所 厚生年金基金
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 車両系基礎工事用運転

TEL 0265-87-2211
（従業員数 28人 ）

正社員 20060- 9848881 就業場所 厚生年金基金

18歳～45
歳

(1) 8時15分～17時00分
(2)17時00分～ 1時00分

TEL 0265-76-6100 (3) 1時00分～ 8時30分
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 9852981 就業場所 長野県伊那市

看護師
月給

くろごうち内科・循環
器科医院　黒河内　典
夫

長野県伊那市境１６６４－３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 225,000円～

270,000円
本棟受付（歯科助
手）

月給
医療法人　Ｓｍｉｌｅ
＆Ｗｅｌｌｎｅｓｓ
あるが歯科クリニック

長野県上伊那郡宮田村７５５６－
２５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 180,000円～
220,000円

プラスチック金型製
作

月給

株式会社ハヤシテクノ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１０８００－１１９
帯無工業団地内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
200,000円～
370,000円

プラスチック金型製
作

月給

株式会社ハヤシテクノ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１０８００－１１９
帯無工業団地内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 200,000円～

370,000円
看護師・准看護師

月給
医療法人　公仁会　前
澤病院

長野県駒ヶ根市上穂南１１－５
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令２号 185,000円～

280,000円
生産管理・品質管理
（製造サポート）

月給

株式会社駒ヶ根電化

長野県駒ヶ根市飯坂２－５－１０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 170,000円～

280,000円
一般事務

月給

株式会社　那須屋興産

長野県伊那市西町６６１２－２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 176,000円～

198,000円
建築設計・施工管理

月給

株式会社　倉田工務店

駒ヶ根市赤穂６０７３
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
一般事務

月給
株式会社　丸登運送
伊那営業所

長野県上伊那郡南箕輪村４３－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 185,000円～

205,000円
現場代理人

月給

環境建設有限会社

長野県伊那市西春近５２８２－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
215,350円～
376,860円

建設業事務（積算
等）

月給

福美建設株式会社

長野県駒ヶ根市中沢４８９４－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 182,000円～

300,000円
土木技術者

月給

福美建設株式会社

長野県駒ヶ根市中沢４８９４－１
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～

300,000円
土木技能職

月給

福美建設株式会社

長野県駒ヶ根市中沢４８９４－１
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～

300,000円
ビル総合管理

月給

株式会社ＢＩＳＯ

長野県伊那市東春近５４９－３
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令２号 210,000円～

270,000円
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普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0265-78-2311
（従業員数 51人 ）

正社員 20060- 9855781 就業場所

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0265-78-2311
（従業員数 49人 ）

正社員 20060- 9856881 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

(2) 9時00分～19時30分
TEL 0265-73-8811

（従業員数 28人 ）
正社員 20060- 9859081 就業場所

普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時30分～17時20分

TEL 0265-82-5191
（従業員数 100人 ）

正社員 20060- 9861581 就業場所
交替制あり 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
(2)21時00分～ 6時00分

TEL 0265-71-7321
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 9863781 就業場所
変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-79-8259
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 9872881 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-74-1450
（従業員数 101人 ）

正社員 20060- 9873281 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 ）

正社員以外 20060- 9874181 就業場所
変形（１年単位） 看護師

40歳以下 (1) 8時30分～18時30分

TEL 0265-98-0385
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 9802581 就業場所
栄養士

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-83-2057
（従業員数 21人 ）

正社員 20060- 9803481 就業場所
変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 (1) 8時15分～18時30分 准看護師
(2) 8時15分～13時15分

TEL 0265-73-1929
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 9805881 就業場所
変形（１年単位）

35歳以下 (1) 8時00分～17時15分

TEL 0265-55-3536
（従業員数 70人 ）

正社員 20060- 9807181 就業場所 長野県上伊那郡飯島町 確定給付年金
あんま・マッサージ

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-79-7028
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 9822281 就業場所 長野県伊那市
簿記検定（日商１級）

不問 (1) 8時00分～17時05分 簿記検定（日商２級）

TEL 0265-82-3256
（従業員数 200人 ）

正社員 20060- 9725481 就業場所 長野県駒ヶ根市

営業職
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 230,000円～

273,000円
生産技術・製造技術

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 210,000円～

240,000円
宴会等の接客・準
備・サービス業務

月給
信州ＩＮＡセミナーハ
ウス　（ランド商事
株式会社）

長野県伊那市日影１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
220,100円～
280,300円

製品技術
月給

ＩＡＭ電子　株式会社

長野県駒ヶ根市赤穂９８４７番地
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
190,000円～
300,000円

業務管理社員
月給

有限会社　セントラル
伊那事務所

長野県伊那市中央５１５７　春日
ビル３Ｆ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令２号 190,000円～
190,000円

生産管理および梱包
月給

長野ドライルーブ　株
式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８６８８－５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 156,000円～
165,000円

経理業務及び事務
月給

ロジテックＩＮＡソ
リューションズ　株式
会社

長野県伊那市美篶８２６８番地１
０００ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 198,000円～
350,000円

営業管理および営業
事務

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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 180,000円～

210,000円
看護師

月給

医療法人　高原医院

長野県上伊那郡南箕輪村５５８６
－２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号
のイ

220,000円～
250,000円

栄養士
月給

社会福祉法人明鐘会
福岡保育園

長野県駒ヶ根市赤穂８１８０－９
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 156,700円～

156,700円
正・准　看護師

月給
医療法人　岩田クリ
ニック

長野県伊那市荒井３４６３番地１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 230,000円～

250,000円
製造技術

月給
三甲　株式会社　長野
工場

長野県上伊那郡飯島町七久保
２７１０ 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
165,610円～
205,900円

医療マッサージ（伊
那市周辺）

月給

株式会社金屋

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１４０１６ー　３４６ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 230,000円～

230,000円
事務

月給

塚田理研工業株式会社

長野県駒ヶ根市赤穂１６３９７－
５ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

200,000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11月12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（11／2～11／8） ○ハローワークインターネットサービス 

 最新の求人情報を検索して頂けます。 
                 https://www.hellowork.go.jp/ 

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-72-3617
（従業員数 48人 ）

正社員 20060- 9736281 就業場所

不問 (1) 8時20分～17時00分

TEL 0265-72-6616
（従業員数 166人 ）

正社員 20060- 9742781 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時30分～17時10分

TEL 0265-96-0191
（従業員数 70人 ）

正社員 20060- 9744281 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20060- 9766581 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～17時00分 中型自動車免許一種

TEL 0265-88-4008
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 9769881 就業場所

40歳以下 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0265-73-0139
（従業員数 12人 ）

正社員 20060- 9775581 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種

TEL 0266-75-0553
（従業員数 2人 ）

正社員 20060- 9785781 就業場所
8時30分～17時00分の間
の4時間以上

事務職員
月給

東海西濃運輸株式会社
伊那支店

長野県上伊那郡南箕輪村中ノ原９
５９５－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号
のイ

168,900円～
191,900円

システム管理を含む
管理業務従事者

月給

株式会社イナリサーチ

長野県伊那市西箕輪２１４８－１
８８ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 215,000円～
400,000円

品質保証業務
月給

シキボウ株式会社　長
野事業所

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪８６
７３ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令２号 180,000円～
350,000円

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 280,000円～

423,000円

生産管理（飯島町）
※紹介予定派遣

時給

株式会社　ナオス

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４
雇用・労災・
健康・厚生

1,000円～1,100円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 172,800円～

190,080円

支援員
月給

株式会社プレミアムグ
リーン　ほたるっこ

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
６３８１－２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 120,000円～
150,000円

メカ設計全般
月給

株式会社　ＭＥＳ甲信

長野県伊那市美篶５８３０－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
220,000円～
400,000円

現場技術者・現場作
業員

月給
長野アウトテリア有限
会社

長野県上伊那郡中川村片桐２６８
２－１


