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普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-1212
（従業員数 28人 ）

正社員 20060- 8394481 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-1212
（従業員数 28人 ）

正社員 20060- 8395781 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-79-7067
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 8391681 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 0265-79-2035
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 8346281 就業場所
交替制あり

不問 (1) 8時30分～17時30分
(2)11時00分～20時00分

TEL 0265-88-2033
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 8350581 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-78-5707
（従業員数 170人 ）

正社員 20060- 8351481 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 0265-76-9683
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 8298781 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-76-9550
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 8299881 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 0265-94-3126
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 8275181 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 0265-78-3037
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 8277381 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 0265-76-1488
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 8218181 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-74-9322
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 8195181 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- 8196081 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 0265-78-3988
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 8131681 就業場所

接客業務
月給

中川観光開発株式会社

長野県上伊那郡中川村大草４４８９
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 145,000円～

180,000円

建築土木現場管理
月給

箕輪建設工業株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１
９４８ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 202,000円～
350,000円

マシニング加工者
月給

有限会社　橋爪製作所

長野県上伊那郡箕輪町大字中曽根４０
３－６ 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～

240,000円

雇用・労災・
健康・厚生

180,000円～
350,000円

所在地・就業場所

工事管理
月給

南信工営株式会社

長野県伊那市西春近２５４７

雇用期間の定めなし
年齢不問

営業及び工事管理
月給

南信工営株式会社

長野県伊那市西春近２５４７
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 180,000円～

350,000円

営業
日給

ジャーナル商事株式会社　伊
那支店

長野県伊那市中央５４７７
雇用・労災・
健康・厚生

8,500円～10,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 207,400円～
244,000円

住宅設備工事（上下水
道、配管工事） 日給

有限会社　唐木設備

長野県伊那市西春近９７
雇用・労災・
健康・厚生

8,000円～15,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 176,800円～
331,500円

鉄筋加工作業者
月給

有限会社　小坂鉄筋興業

長野県上伊那郡南箕輪村北原１６３４
－３１８ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 230,000円～
260,000円

電気設備工及び補助員
月給

有限会社　エーアイシステム
企画

長野県伊那市高遠町勝間６０－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 154,000円～

300,000円
販売車両の清掃

日給

有限会社　浦野商事

長野県伊那市境１９３９－２
雇用・労災・
健康・厚生

7,000円～7,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 154,000円～
154,000円

商品管理及び配達員
月給

株式会社　オリエントオール
伊那支店

長野県伊那市西春近表木前６０４９－
２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 220,000円～
260,000円

品質管理責任者
月給

株式会社　アクト・ジャパン

長野県上伊那郡南箕輪村６２１３－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 200,000円～

260,000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
林内作業員・重機オペ
レーター 日給

有限会社　しんみらい開発

長野県伊那市美篶７６８３－１
雇用・労災・
健康・厚生

8,000円～12,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 169,600円～
254,400円
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普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0268-49-3737
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 8116581 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-76-7665
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 8044981 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時20分

TEL 0265-83-4160
（従業員数 29人 ）

正社員 20060- 8081281 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

不問

TEL 0265-72-2501
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 8034681 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～17時00分

TEL 0265-76-4622
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 7977981 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-78-4027
（従業員数 24人 ）

正社員 20060- 7917081 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時00分～17時30分

TEL 0265-85-2339
（従業員数 17人 ）

正社員 20060- 7927681 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時15分

TEL 0265-78-3514
（従業員数 13人 ）

正社員 20060- 7937581 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 0265-74-9570
（従業員数 0人 ）

正社員 20060- 7945481 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 0265-73-0313
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 7952581 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
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- 7954781 就業場所 長野県伊那市

営業・管理・労務
月給

株式会社　アクティブ

長野県上伊那郡南箕輪村４０８－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 250,000円～

270,000円

鋳造工員
月給

株式会社　リッポー

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富１８
２６ 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～

260,000円

機械の営業
月給

株式会社　カサイテクノ

長野県駒ヶ根市赤穂１５－５０３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 165,000円～

250,000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
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
スタジオでの写真撮影
補助 月給

株式会社フォトスタ・トゥエ
ンティーワン

長野県伊那市荒井３４９２－１７
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 160,000円～

240,000円
8時30分～18時00分の間の8
時間程度

企業福利厚生プラン
ナー（法人営業）子育
てママ支援企業

月給
大同生命保険株式会社　伊那
営業所

長野県伊那市山寺２８５－６ホー
ジョービル２Ｆ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 170,000円～
260,000円

建設現場作業員
月給

南重建設株式会社

長野県伊那市美篶７９０４－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 200,000円～

320,000円
マシンオペレーター

月給

有限会社　近藤鉄工

長野県上伊那郡宮田村６１１０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 172,000円～

172,000円
石材加工、工事作業員

月給

有限会社　唐木屋石材工芸

長野県伊那市西春近上島２３４１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 176,000円～

186,000円
土木作業員

日給

株式会社佐藤建設

長野県伊那市御園８３７－１２

7,000円～12,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 154,000円～
264,000円

現場代理人
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

雇用期間の定めなし
年齢不問 230,000円～

330,000円
加工・仕上げ梱包

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 194,450円～

313,050円
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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- 7961481 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時30分

TEL 0266-41-3439
（従業員数 2人 ）

正社員 20060- 7968681 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時30分

TEL 0266-41-3439
（従業員数 2人 ）

正社員 20060- 7969981 就業場所

不問 (1)10時00分～19時00分

TEL 0265-74-2171
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 7882781 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1)10時00分～19時00分

TEL 0265-74-2171
（従業員数 9人 ）

正社員 20060- 7883881 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30分～17時30分

TEL 0265-89-1011
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 7891881 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- 7984681 就業場所 厚生年金基金
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時30分

TEL 0265-81-0166
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 7706081 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

TEL 0265-86-3026
（従業員数 27人 ）

正社員 20060- 7736481 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～16時30分
(2)10時00分～19時00分

TEL 0265-72-5121 (3)13時00分～22時00分
（従業員数 33人 ）

正社員 20060- 7740381 就業場所 厚生年金基金
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時25分～17時15分

TEL 0265-79-8566
（従業員数 13人 ）

正社員 20060- 7762881 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～18時00分

TEL 0265-82-2727
（従業員数 9人 ）

正社員 20060- 7797181 就業場所 確定給付年金

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-73-5707
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 7815581 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時15分

TEL 0265-78-1024
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 7574481 就業場所

機械オペレーター
月給

有限会社伸和工作

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１７２６
－２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 170,000円～
210,000円

建築業（内装）
日給

中谷建築　中谷臣一郎

長野県上伊那郡辰野町大字樋口４０６
－４

雇用・労災
8,000円～15,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問 184,000円～

345,000円
木造大工

日給

中谷建築　中谷臣一郎

長野県上伊那郡辰野町大字樋口４０６
－４

雇用・労災
8,000円～15,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問 184,000円～

345,000円
店頭販売スタッフ

月給
兼松コミュニケーションズ株
式会社（伊那・箕輪・駒ヶ
根）

長野県伊那市山寺２８６－４
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 162,000円～

168,000円
店頭販売スタッフ

月給
兼松コミュニケーションズ株
式会社（伊那・箕輪・駒ヶ
根）

長野県伊那市山寺２８６－４
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 162,000円～

168,000円
生産管理

月給

株式会社　オーイーエス

長野県上伊那郡飯島町七久保２６００
－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 160,000円～
260,000円

梱包業務
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～

160,000円
衣装スタッフ・ウエ
ディングプランナー及
び撮影アシスタント

月給
有限会社　本多写真館（フォ
トガーデンホンダ）

長野県駒ヶ根市飯坂１－７－３　伊南
バイパス通り沿い 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 160,000円～
260,000円

プレス金型設計および
製作 月給

有限会社　大西製作所

長野県上伊那郡飯島町大字田切４８０
－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 151,200円～

252,000円
ガソリンスタンドス
タッフ 月給

扇屋石油株式会社

長野県伊那市坂下３３０９
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 155,000円～

251,500円
検査及び事務

月給

有限会社　コイケ精工

長野県　上伊那郡箕輪町　大字中箕輪
１１３７２－１番地 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 145,000円～
145,000円

営業
月給

有限会社　サイレン自動車工
場

長野県駒ヶ根市東町１８－３７
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

200,000円
調理員
　※急募 時給

株式会社　支援アガピア

長野県伊那市富県７６５８－１
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 150,480円～
167,200円

営業
月給

有限会社　丸中産業

長野県上伊那郡南箕輪村５６０９番地
２ 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～

260,000円
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普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0266-41-5588
（従業員数 2人 ）

正社員 20060- 7586181 就業場所
変形（１年単位）

不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-70-8075
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 7597681 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
変形（１年単位）

不問 (1) 7時45分～17時00分
普通自動車免許一種

TEL 0265-72-7221
（従業員数 51人 ）

正社員 20060- 7619381 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 0265-98-0713
（従業員数 16人 ）

正社員 20060- 7631881 就業場所 長野県上伊那郡中川村
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時30分

TEL 0265-85-3414
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 7642081 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分
(2)16時00分～ 9時00分

TEL 0265-71-8566
（従業員数 23人 ）

正社員 20060- 7664481 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 0265-98-0007
（従業員数 22人 ）

正社員 20060- 7665781 就業場所
変形（１年単位）

不問 (1) 8時30分～16時55分

TEL 0266-46-3185
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 7684181 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
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 0265-86-2010
（従業員数 13人 ）

正社員 20060- 7695681 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 0265-86-2010
（従業員数 13人 ）

正社員 20060- 7696981 就業場所
変形（１年単位）

不問

TEL 0265-81-7722
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 7697581 就業場所

鋳造作業
月給

株式会社　ＵＮＩＯＮ　ｃｒ
ｅａｔｅ

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富７４
６１番地３３ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 200,000円～
250,000円

現場管理（工場内請負
所） 月給

株式会社パートナーファイブ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０
２７－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 200,000円～
270,000円

営業
月給

西武建工株式会社

長野県伊那市山寺２５４－４
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 175,000円～

300,000円
制御盤の組立・配線

月給

株式会社　ライフテック

長野県上伊那郡中川村片桐５６５－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 200,000円～

200,000円
自動車鈑金・塗装・整
備 月給

株式会社　キタハラ自動車

長野県上伊那郡宮田村１２－１
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
介護員

月給

有限会社タウンハウス

長野県駒ヶ根市赤穂１４４９０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 140,000円～

170,000円
レーザー加工機へのパ
ソコン入力業務 月給

有限会社　日進ウェルディン
グ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１５
４５ 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～

300,000円
検査・梱包

時給

株式会社澤田製作所

長野県上伊那郡辰野町大字小野１８０
２番地１ 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 141,512円～

141,512円
土木工事現場管理・見
習 月給

野村建設　株式会社

長野県上伊那郡飯島町飯島１０７番地
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 200,000円～

345,000円
道路舗装工事作業員

日給

野村建設　株式会社

長野県上伊那郡飯島町飯島１０７番地
雇用・労災・
健康・厚生10,000円～13,500

円雇用期間の定めなし
年齢不問 217,000円～

292,950円
レストランでの厨房ス
タッフ 月給

南信州ビール株式会社

長野県駒ヶ根市赤穂７５９番地４４７
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～

250,000円
10時00分～23時00分の間の8
時間程度


