
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） 管理栄養士
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 20060-10888281 就業場所

交替制あり
59歳以下 (1) 6時15分～15時45分

(2) 8時30分～18時00分
TEL 0265-78-4047 (3) 8時45分～18時15分

（従業員数 100人 ）
正社員 20060-10894781 就業場所 長野県伊那市

交替制あり
不問 (1) 8時30分～17時30分

(2) 7時00分～16時00分
TEL 0265-78-4047 (3)10時00分～19時00分

（従業員数 100人 ）
正社員 20060-10896281 就業場所

普通自動車免許一種

18歳以上 (1)16時00分～ 8時30分
(2)16時00分～21時30分

TEL 0265-71-8622 (3) 7時00分～ 9時30分
（従業員数 30人 ）

正社員 20060-10899381 就業場所 長野県伊那市 厚生年金基金
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 20060-10902081 就業場所

18歳以上 (1) 5時00分～23時00分

TEL 0265-83-0177
（従業員数 16人 ）

正社員以外 20060-10906581 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30分～17時30分

TEL 0265-86-5777
（従業員数 25人 ）

正社員 20060-10910181 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30分～17時15分

TEL 0265-74-1807
（従業員数 6人 ）

正社員以外 20060-10914981 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 20060-10924481 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～17時00分 危険物取扱者（乙種）

(2) 9時00分～19時00分
TEL 0265-82-6408

（従業員数 4人 ）
正社員 20060-10926881 就業場所

変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 6時45分～15時30分

(2) 8時30分～17時15分
TEL 0265-81-6501 (3)10時15分～19時00分

（従業員数 177人 ）
正社員以外 20060-10927281 就業場所

普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-96-0295
（従業員数 15人 ）

正社員 20060-10928181 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

18歳以上 (1)15時00分～ 9時00分
(2) 7時00分～16時00分

TEL 0266-41-5651 (3)10時00分～19時00分
（従業員数 22人 ）

正社員以外 20060-10861781 就業場所
変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時00分～17時40分

TEL 0265-77-0233
（従業員数 7人 ）

正社員 20060-10864181 就業場所

精肉加工作業及び販
売

月給
大三ミート産業株式会
社

長野県伊那市上牧６６０１
生鮮市場伊那店内 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

ライフサポーター
（介護職：契約職
員）

月給
社会福祉法人サン・ビ
ジョングレイスフル辰
野

長野県上伊那郡辰野町宮所８０７
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 185,000円～

186,000円

営業管理職・現場作
業者

月給
株式会社　ＫＯＵＳＥ
Ｉ

長野県上伊那郡飯島町飯島２４３
６－２７ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令２号 200,000円～
500,000円

ハウスキーパー
日給

社会福祉法人　長野県
社会福祉事業団　西駒
郷

長野県駒ヶ根市下平２９０１－７
雇用・労災・
健康・厚生

6,490円～6,490円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 132,396円～

132,396円

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 200,000円～

240,000円
調理員

月給
医療法人聖山会　伊那
神経科病院

長野県伊那市荒井　３８３１
雇用・労災・
健康・厚生

所在地・就業場所

管理栄養士
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

医療法人聖山会　伊那
神経科病院

長野県伊那市荒井　３８３１

雇用期間の定めなし
省令１号 159,000円～

202,000円

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 166,000円～

206,000円

病棟ケア業務
月給

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のロ
170,000円～
200,000円

知的障害者のグルー
プホーム　支援員

月給
社会福祉法人アンサン
ブル会　アンサンブル
伊那

長野県伊那市西箕輪８０７７－１

調理、調理補助、寮
管理人業務【南箕輪
村】

月給
株式会社　メフォス
駒ヶ根事務所

長野県駒ヶ根市上穂北１２－１１
伊那バス観光ビル２Ｆ 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 230,000円～

300,000円

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 160,000円～

200,000円

園内施設、緑地管理
日給

はびろ農業公園管理組
合　みはらしファーム

長野県伊那市西箕輪３４１６－１
雇用・労災・
健康・厚生

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

154,000円

工場営業（生産管理
業務含む）

月給
大村技研株式会社　長
野工場

長野県上伊那郡飯島町田切　１６
０－３３２ 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～

216,000円

販売
月給

有限会社　ヨコヤ

長野県駒ヶ根市中沢１２１６０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

260,000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

℡ 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12月10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（11／30～12／6） ○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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変形（１年単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 9時40分～18時20分

TEL 0265-83-5166
（従業員数 14人 ）

正社員 20060-10877581 就業場所 長野県駒ヶ根市 確定拠出年金
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 10人 ）

正社員以外 20060-10747481 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
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 20060-10748781 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) 6時15分～12時45分
(2) 9時00分～12時45分

TEL 0265-78-4161 (3) 9時00分～18時45分
（従業員数 50人 ）

正社員 20060-10822081 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 9時30分～19時30分

TEL 0265-72-7251
（従業員数 13人 ）

正社員 20060-10824681 就業場所

35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-85-3050
（従業員数 22人 ）

正社員 20060-10830181 就業場所
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 20060-10574681 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問

TEL 0265-82-8511
（従業員数 30人 ）

正社員 20060-10591681 就業場所 長野県駒ヶ根市 税制適格年金
交替制あり

18歳以上 (1) 6時00分～15時00分
(2)11時30分～20時30分

TEL 0265-73-2424 (3) 8時30分～17時30分
（従業員数 2人 ）

有期雇用派遣 20060-10599081 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) 7時30分～16時30分
(2)10時00分～19時00分

TEL 0265-72-5121 (3)12時00分～21時00分
（従業員数 33人 ）

正社員 20060-10612681 就業場所 厚生年金基金

不問 (1)10時00分～19時00分

TEL 0265-74-2171
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-10617881 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1)10時00分～19時00分

TEL 0265-74-2171
（従業員数 7人 ）

正社員 20060-10618281 就業場所 長野県駒ヶ根市
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 0265-73-2424
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-10625881 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許一種

66歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 10人 ）

正社員 20060-10627181 就業場所

営業及びスタッフ管
理

月給
セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号 200,000円～

390,000円

営業コーディネー
ター

月給
セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 180,000円～

250,000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

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～

216,500円

介護スタッフ《急
募》

時給
セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１
雇用・労災・
健康・厚生

950円～950円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号 163,400円～

163,400円

ブライダル支配人
（年俸制）駒ヶ根高
原リゾートリンクス

年俸
株式会社三河湾リゾー
トリンクス　駒ヶ根高
原リゾートリンクス

長野県駒ヶ根市赤穂　５番１０８
６ 雇用・労災・

健康・厚生2,268,000円～
2,508,000円雇用期間の定めなし

年齢不問 279,000円～
344,000円

7時00分～22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

営業員
月給

株式会社ニッコー

長野県上伊那郡宮田村１８０７
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
235,000円～
331,000円

営業、配達
月給

株式会社キタノヤ電器

長野県伊那市山寺１８８０
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～
250,000円

給食調理
月給

医療法人蜻蛉会　南信
病院

長野県上伊那郡南箕輪村８８１１
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～

150,000円

介護員≪急募≫
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 141,212円～

170,000円

ガスの保安等業務
（北部ＬＰガスセン
ター）

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

900円～900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 139,050円～

139,050円

営業スタッフ（駒ヶ
根）

月給
駒ヶ根トヨタ自動車株
式会社

長野県駒ヶ根市赤須町１０－１１
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
179,500円～
211,500円
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不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-72-3121
（従業員数 950人 ）

正社員以外 20060-10633881 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40分～17時25分
(2)14時40分～23時25分

TEL 0265-72-7719
（従業員数 36人 ）

正社員 20060-10634281 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

35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-72-5111
（従業員数 110人 ）

正社員 20060-10640781 就業場所
普通自動車免許一種

39歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-79-9646
（従業員数 11人 ）

正社員 20060-10643181 就業場所 厚生年金基金
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳～59
歳

(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 125人 ）
正社員 20060-10663681 就業場所 長野県伊那市

変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1) 6時45分～15時45分

(2) 8時30分～17時30分
TEL 0265-77-0350 (3)10時00分～19時00分

（従業員数 74人 ）
正社員以外 20060-10664981 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

18歳～59
歳

(1) 6時45分～15時45分 普通自動車免許一種

(2) 8時30分～17時30分
TEL 0265-77-0350 (3)10時00分～19時00分

（従業員数 74人 ）
正社員 20060-10666481 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

変形（１ヶ月単位） 社会福祉士
18歳以上 (1) 6時45分～15時45分 介護福祉士

(2) 9時00分～18時00分
TEL 0265-81-4070 (3)12時45分～21時45分

（従業員数 74人 ）
正社員 20060-10672981 就業場所 長野県駒ヶ根市

変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1) 6時45分～15時45分

(2) 9時00分～18時00分
TEL 0265-81-4070 (3)12時45分～21時45分

（従業員数 74人 ）
正社員以外 20060-10675781 就業場所 長野県駒ヶ根市

交替制あり 介護職員初任者研修

不問 (1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 0266-41-0163 (3) 9時30分～18時30分
（従業員数 23人 ）

正社員 20060-10699581 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
調理師

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-76-0035
（従業員数 23人 ）

正社員 20060-10701381 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00分～17時00分

TEL 0265-73-8882
（従業員数 4人 ）

正社員 20060-10704581 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
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 20060-10712581 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

18歳以上 (1) 6時00分～15時00分
(2)15時00分～ 0時00分

TEL 0265-78-6230
（従業員数 2人 ）

正社員以外 20060-10719381 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

施設警備員
時給

長野県パトロール株式
会社南信支社

長野県伊那市上牧６４８０番地
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 140,000円～

140,000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

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

調理師
月給

学校法人　南平台学園

長野県伊那市狐島３９５０番地
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 155,000円～

175,000円

介護職員
月給

医療法人長生会土屋医
院

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１
６９５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 173,000円～
182,000円

介護職員
時給

社会福祉法人　伊南福
祉会

長野県駒ヶ根市赤穂３２４９－４
雇用・労災・
健康・厚生

870円～950円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号 164,701円～

186,048円
又は21時45分～ 6時45
分の間の8時間

介護福祉士又は社会
福祉士

月給
社会福祉法人　伊南福
祉会

長野県駒ヶ根市赤穂３２４９－４
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号 170,520円～

209,040円
又は21時45分～ 6時45
分の間の8時間以上

介護職員（越百園）
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

介護職員（越百園）
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・
財形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（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

レンタル商品の貸
出、配送、メンテナ
ンス、その他の業務

月給
株式会社レントボック
ス

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
９７０７ 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～
250,000円

営業
月給

伊那バス株式会社

長野県伊那市西町５２０８
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
154,500円～
188,500円

パチンコホールス
タッフ

月給

株式会社マルコポーロ

長野県伊那市山寺２７６
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号 200,000円～

200,000円

看護補助者（手術
室）

時給

伊那中央病院

長野県伊那市小四郎久保１３１３
番地１ 雇用・労災・

健康・厚生
942円～942円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 146,010円～

146,010円



年齢・
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℡ 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12月10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（11／30～12／6） ○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/ 

普通自動車免許一種

39歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-79-6871
（従業員数 43人 ）

正社員 20060-10728681 就業場所 確定給付年金
ホームヘルパー２級

不問 (1) 8時30分～17時30分 介護福祉士

TEL 0266-78-8503
（従業員数 18人 ）

正社員 20060-10733181 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-83-6976
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-10736681 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時30分～18時00分
(2) 8時00分～11時30分

TEL 0265-82-6611
（従業員数 14人 ）

正社員 20060-10737981 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)12時00分～22時00分
(2) 9時00分～20時00分

TEL 0265-85-3385
（従業員数 11人 ）

正社員 20060-10738581 就業場所

営業（ＮＨＫ受信契
約スタッフ）

月給
長野システム開発　株
式会社

長野県上伊那郡宮田村５６７２－
２ 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

総合受付及び診療助
手

月給
医療法人　ヘルスヘブ
ン

長野県駒ヶ根市赤穂１４６２３－
３ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 155,000円～
170,000円

介護（宅老所）
月給

特定非営利活動法人
こまネット

長野県駒ヶ根市梨の木５－３４
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 151,000円～

161,000円

介護職（デイサービ
ス）

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 167,000円～
188,500円

営業職
月給

旭千代田工業株式会社
長野工場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
大道上１０３２０－１８
　
（帯無工業団地内）

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
201,000円～
266,000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

変形（１ヶ月単位） 管理栄養士
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 20060-10888281 就業場所

変形（１ヶ月単位） 看護師
18歳以上 (1) 7時30分～16時30分

(2) 9時30分～18時30分
TEL 0265-76-8110 (3)10時30分～19時30分

（従業員数 70人 ）
正社員 20060-10891981 就業場所 長野県伊那市

変形（１ヶ月単位） 准看護師
18歳以上 (1) 7時30分～16時30分

(2) 9時30分～18時30分
TEL 0265-76-8110 (3)10時30分～19時30分

（従業員数 70人 ）
正社員 20060-10892581 就業場所 長野県伊那市

薬剤師
不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-78-4047
（従業員数 100人 ）

正社員 20060-10895881 就業場所
歯科衛生士

不問 (1) 9時00分～17時30分
(2) 9時00分～12時00分

TEL 0265-82-4139
（従業員数 4人 ）

正社員 20060-10898081 就業場所
普通自動車免許一種

18歳以上 (1)16時00分～ 8時30分
(2)16時00分～21時30分

TEL 0265-71-8622 (3) 7時00分～ 9時30分
（従業員数 30人 ）

正社員 20060-10899381 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30分～17時30分

TEL 0265-86-5777
（従業員数 25人 ）

正社員 20060-10908781 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 0265-86-5777
（従業員数 25人 ）

正社員 20060-10910181 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30分～17時30分

TEL 0265-86-5777
（従業員数 25人 ）

正社員 20060-10911081 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-96-0295
（従業員数 15人 ）

正社員 20060-10928181 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
看護師

不問 (1) 8時30分～18時20分 准看護師
(2) 8時30分～12時30分

TEL 0266-41-0013
（従業員数 10人 ）

正社員 20060-10846881 就業場所
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時15分
(2) 9時15分～18時00分

TEL 0265-78-4111 (3)10時30分～19時15分
（従業員数 23人 ）

正社員以外 20060-10847281 就業場所 長野県伊那市
土木施工管理技士２級

不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士１級

TEL 0265-74-9570
（従業員数 4人 ）

正社員 20060-10849081 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-79-9768
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-10850981 就業場所

生産管理
月給

大村技研株式会社　長
野工場

長野県上伊那郡飯島町田切　１６
０－３３２ 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～

216,000円
営業管理職・現場作
業者

月給
株式会社　ＫＯＵＳＥ
Ｉ

長野県上伊那郡飯島町飯島２４３
６－２７ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令２号 200,000円～
500,000円

品質管理
月給

大村技研株式会社　長
野工場

長野県上伊那郡飯島町田切　１６
０－３３２ 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～

216,000円
工場営業（生産管理
業務含む）

月給
大村技研株式会社　長
野工場

長野県上伊那郡飯島町田切　１６
０－３３２ 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～

216,000円

歯科衛生士業務
月給

菅沼歯科医院　菅沼聰
介

長野県駒ヶ根市上穂栄町１９番１
号 雇用・労災・

健康
雇用期間の定めなし

年齢不問 185,000円～
185,000円

知的障害者のグルー
プホーム　支援員

月給
社会福祉法人アンサン
ブル会　アンサンブル
伊那

長野県伊那市西箕輪８０７７－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のロ
170,000円～
200,000円

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号 249,000円～

356,000円

准看護師
月給

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 230,000円～

360,000円

薬剤師
月給

医療法人聖山会　伊那
神経科病院

長野県伊那市荒井　３８３１

所在地・就業場所

管理栄養士
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

医療法人　聖山会　介
護老人保健施設　辛夷
園

長野県伊那市荒井３８３１

雇用期間の定めなし
省令２号 285,000円～

381,000円

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 200,000円～

240,000円
看護師

月給
医療法人　聖山会　介
護老人保健施設　辛夷
園

長野県伊那市荒井３８３１
雇用・労災・
健康・厚生

看護師（正・准）
月給

医療法人　古村医院

長野県上伊那郡辰野町辰野１７８
８ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 240,000円～
240,000円

一般事務（伊那図書
館）

日給

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

7,300円～7,300円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 146,000円～

146,000円
現場代理人

日給

有限会社　サトウ

長野県伊那市御園８３７－１２

雇用・労災
12,000円～20,000

円雇用期間の定めなし
年齢不問 264,000円～

440,000円
事務（営業アシスタ
ント兼）

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
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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 20060-10851581 就業場所 長野県上伊那郡宮田村 厚生年金基金

変形（１週間単位非定型的） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

(2) 9時00分～18時00分
TEL 0265-81-0017 (3)10時00分～19時00分

（従業員数 16人 ）
正社員 20060-10855281 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) 6時00分～15時00分 看護師
(2) 8時30分～17時30分 准看護師

TEL 0265-82-8010 (3)10時30分～19時30分
（従業員数 20人 ）

正社員 20060-10879781 就業場所
看護師

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

TEL 0265-84-1311
（従業員数 141人 ）

正社員 20060-10880081 就業場所
看護師

不問 (1) 9時00分～18時00分 准看護師

TEL 0265-96-7184
（従業員数 113人 ）

正社員 20060-10881381 就業場所

不問 (1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～12時30分

TEL 0265-72-3208
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-10882681 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15分

TEL 0265-79-7305
（従業員数 35人 ）

正社員 20060-10886781 就業場所 厚生年金基金
獣医師

不問 (1) 8時30分～17時15分 食品衛生管理者
普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-76-6835
（従業員数 49人 ）

正社員以外 20060-10916481 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 0265-79-1871
（従業員数 20人 ）

正社員 20060-10743381 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 0265-81-1372
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060-10744681 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-72-6237
（従業員数 6人 ）

正社員以外 20060-10746581 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-81-6060
（従業員数 200人 ）

正社員 20060-10756481 就業場所 確定給付年金
普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-81-6060
（従業員数 17人 ）

正社員 20060-10757781 就業場所 長野県伊那市 確定給付年金
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 0265-81-6060
（従業員数 200人 ）

正社員 20060-10760381 就業場所 確定給付年金

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
配達・事務

月給
株式会社メルクエール
アイルニコニコ薬局

長野県駒ヶ根市赤穂１４６３５－
３ 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～

210,000円
又は 8時00分～19時00
分の間の8時間程度

看護師・准看護師
（こまちの家）

月給
社会福祉法人　しなの
さわやか福祉会　こま
ちの家

長野県駒ヶ根市下市場３２－３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号 200,000円～

258,000円
看護師・准看護師
（プラムの里）

月給 社会福祉法人　しなの
さわやか福祉会　
複合福祉施設　プラム
の里

長野県上伊那郡宮田村４８０４－
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～
258,000円

看護師・准看護師
月給 社会福祉法人　しなの

さわやか福祉会
複合福祉施設　みぶの
里

長野県伊那市美篶５３２４番地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～

258,000円
医療事務

月給

河野医院

長野県伊那市東春近２３４５
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
設計開発技術職

月給

株式会社　信州光電

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１４２２６－５２ 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～

350,000円
食品衛生監視員

月給
長野県伊那保健福祉事
務所

長野県伊那市荒井３４９７　伊那
合同庁舎内 雇用・公災・

健康・厚生
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 195,200円～

264,300円
環境に係わる測定・
調査業務

月給
南信環境管理センター
株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１２２５３ 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～

280,000円
浄化槽・下水道施設
の点検

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～1,200円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 196,240円～

214,080円
飯島支所営農経済課
における一般事務

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

900円～900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 139,050円～

139,050円
インテリアコーディ
ネーター　　（駒ヶ
根本社）

月給

株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町２２－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 206,800円～

282,000円
インテリアコーディ
ネーター　　（伊那
支店）

月給

株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町２２－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 206,800円～

282,000円
総務及び経理事務
（一般職）

月給

株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町２２－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 206,800円～

256,800円
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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 0265-81-6060
（従業員数 200人 ）

正社員 20060-10761681 就業場所 確定給付年金
変形（１年単位） 准看護師

18歳以上 (1) 9時00分～18時00分 看護師
(2)17時00分～10時00分

TEL 0266-41-0163
（従業員数 26人 ）

正社員 20060-10774881 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 0265-83-2111
（従業員数 230人 ）

正社員以外 20060-10779681 就業場所
保健師

64歳以下 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0266-41-1111
（従業員数 27人 ）

正社員以外 20060-10783281 就業場所
準中型一種（５トン限

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-88-3267
（従業員数 3人 ）

正社員 20060-10786381 就業場所
土木施工管理技士１級

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

TEL 0265-71-6610
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-10789581 就業場所 確定給付年金
普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-71-6610
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-10790881 就業場所 確定給付年金
普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-71-6610
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-10791281 就業場所 確定給付年金

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-86-4254
（従業員数 31人 ）

正社員 20060-10793081 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15分
(2) 7時00分～12時30分

TEL 0265-78-4161 (3)16時30分～ 9時30分
（従業員数 50人 ）

正社員 20060-10796981 就業場所
薬剤師

不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-78-4161
（従業員数 50人 ）

正社員 20060-10797581 就業場所
変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

TEL 0265-98-7583
（従業員数 36人 ）

正社員 20060-10801481 就業場所 厚生年金基金
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 20060-10813181 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時20分～17時10分

TEL 0265-72-3129
（従業員数 35人 ）

正社員 20060-10815381 就業場所

総務及び経理事務
（総合職）

月給

株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町２２－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 279,900円～

371,900円
看護師

月給
医療法人長生会土屋医
院

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１
６９５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令２号 239,000円～
286,000円

一般事務
時給

駒ヶ根市役所

長野県駒ヶ根市赤須町２０番１号
雇用・労災・
健康・厚生

822円～822円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 123,300円～

123,300円
保健師業務

月給

辰野町役場

長野県上伊那郡辰野町中央１番地
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 適用除外 243,000円～

243,000円
工事現場の管理及び
作業

月給
株式会社クリエイティ
ブ

長野県上伊那郡中川村片桐５１５
８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 181,000円～

273,000円
土木施工管理技術者

月給
北陽建設株式会社　伊
那営業所

長野県伊那市上新田２３６７－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 189,200円～

350,000円
土木設計技術者

月給
北陽建設株式会社　伊
那営業所

長野県伊那市上新田２３６７－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 189,200円～

350,000円
地質調査技術者

月給
北陽建設株式会社　伊
那営業所

長野県伊那市上新田２３６７－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 189,200円～

350,000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
看護

月給
医療法人蜻蛉会　南信
病院

長野県上伊那郡南箕輪村８８１１
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～

250,000円
薬剤師

月給
医療法人蜻蛉会　南信
病院

長野県上伊那郡南箕輪村８８１１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 358,000円～

458,000円
介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

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

年齢不問 200,000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

年齢不問 205,000円～
320,000円

経理・総務
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 180,000円～

180,000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 0265-73-0313
（従業員数 7人 ）

正社員 20060-10818581 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30分～17時30分

TEL 0265-82-8055
（従業員数 25人 ）

正社員 20060-10823381 就業場所 長野県駒ヶ根市
普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時00分～18時00分

TEL 0265-83-3434
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-10838881 就業場所
土木施工管理技士２級

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-74-9570
（従業員数 4人 ）

正社員 20060-10845781 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 0266-43-0090
（従業員数 21人 ）

正社員 20060-10565381 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

不問 (1) 7時45分～17時15分

TEL 0265-86-2010
（従業員数 13人 ）

正社員 20060-10572081 就業場所
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 20060-10574681 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 0265-73-6341
（従業員数 130人 ）

正社員 20060-10576581 就業場所
交替制あり 歯科衛生士

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-72-2418
（従業員数 11人 ）

正社員 20060-10577481 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00分～17時15分

TEL 0265-82-2328
（従業員数 13人 ）

正社員 20060-10578781 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 0265-86-3026
（従業員数 27人 ）

正社員 20060-10579881 就業場所
看護師

59歳以下 (1) 8時30分～18時00分

TEL 0265-72-3803
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-10584981 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問

TEL 0265-82-8511
（従業員数 30人 ）

正社員 20060-10591681 就業場所 長野県駒ヶ根市 税制適格年金

不問 (1) 8時30分～16時55分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060-10592981 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

入力・出荷
時給

セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１
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 171,890円～

171,890円

ブライダル支配人
（年俸制）駒ヶ根高
原リゾートリンクス

年俸
株式会社三河湾リゾー
トリンクス　駒ヶ根高
原リゾートリンクス

長野県駒ヶ根市赤穂　５番１０８
６ 雇用・労災・

健康・厚生2,268,000円～
2,508,000円雇用期間の定めなし

年齢不問 279,000円～
344,000円

7時00分～22時00分の間
の8時間程度

准・正看護師
月給

春日医院（医療法人
碧水会）

長野県伊那市中央４７２６－２
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～

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４
８０－１ 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

測量、建設コンサル
タント

月給

株式会社ジッソク

長野県駒ヶ根市赤穂１３７８－２
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
205,000円～
240,000円

歯科衛生士
月給

宮下歯科医院

長野県伊那市荒井３４４８－７
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 187,000円～

222,500円

生産技術
月給

株式会社サカイヤ　伊
那工場

長野県伊那市西箕輪２１４８－１
８７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 180,000円～

300,000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
部品資材管理

月給
株式会社　ユニテック
ス

長野県駒ヶ根市赤穂８７７６－１
１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 170,000円～
180,000円

総合事務職
月給

駒ヶ根自動車産業株式
会社

長野県駒ヶ根市北町３１番１５号
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～
230,000円

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

現場代理人
日給

株式会社佐藤建設

長野県伊那市御園８３７－１２

雇用・労災
12,000円～20,000

円雇用期間の定めなし
年齢不問 264,000円～

440,000円

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

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

土木建築の積算
月給

株式会社　ソウワ

長野県上伊那郡辰野町大字赤羽７
４７－１
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普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 建築施工管理技士２級

TEL 0265-82-3201
（従業員数 45人 ）

正社員 20060-10605681 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級

TEL 0265-82-3201
（従業員数 45人 ）

正社員 20060-10606981 就業場所
普通自動車免許一種

66歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 10人 ）

正社員 20060-10627181 就業場所
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時00分～17時20分

TEL 0265-74-0025
（従業員数 23人 ）

正社員 20060-10628081 就業場所
薬剤師

不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-72-3121
（従業員数 950人 ）

正社員以外 20060-10629381 就業場所 長野県伊那市
作業療法士

不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-72-3121
（従業員数 950人 ）

正社員以外 20060-10631481 就業場所 長野県伊那市
変形（１年単位） 土木施工管理技士２級

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士１級

建築施工管理技士２級

TEL 0265-86-2031
（従業員数 11人 ）

正社員 20060-10637381 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00分～17時20分

TEL 0265-74-0025
（従業員数 23人 ）

正社員 20060-10642281 就業場所
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時00分～17時20分

TEL 0265-74-0025
（従業員数 23人 ）

正社員 20060-10644081 就業場所
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時00分～17時20分

TEL 0265-74-0025
（従業員数 23人 ）

正社員 20060-10646681 就業場所
測量士補

40歳以下 (1) 8時00分～17時20分 測量士
普通自動車免許一種

TEL 0265-74-0025
（従業員数 23人 ）

正社員 20060-10647981 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 20060-10653381 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

60歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-86-3026
（従業員数 27人 ）

正社員 20060-10658781 就業場所
土木施工管理技士２級

不問 (1) 7時50分～17時15分 普通自動車免許一種

TEL 0265-88-3034
（従業員数 30人 ）

正社員 20060-10660181 就業場所

土木技術者
月給

宮下建設工業　株式会
社

長野県上伊那郡中川村片桐４０３
０ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 202,000円～
242,000円

一般管理業務
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４
８０－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 151,200円～

181,440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
１１９４８ 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

測量技術者・測量補
助とパソコン入力業
務

月給

株式会社　エース

長野県伊那市　西箕輪　７８８４
－１ 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～
280,000円

植生調査・地理地形
調査

月給

株式会社　エース

長野県伊那市　西箕輪　７８８４
－１ 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～
280,000円

土木構造物調査技術
者

月給

株式会社　エース

長野県伊那市　西箕輪　７８８４
－１ 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～
280,000円

環境調査技術者
月給

株式会社　エース

長野県伊那市　西箕輪　７８８４
－１ 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～
280,000円

土木技術者
月給

株式会社　久保田組

上伊那郡飯島町本郷２４０６－１
６９ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号
のイ

232,000円～
368,000円

作業療法士
時給

伊那中央病院

長野県伊那市小四郎久保１３１３
番地１ 雇用・労災・

健康・厚生
1,134円～1,334円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 175,770円～

206,770円

薬剤師
時給

伊那中央病院

長野県伊那市小四郎久保１３１３
番地１ 雇用・労災・

健康・厚生
1,457円～1,823円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 225,835円～

282,565円

土木設計技術者
月給

株式会社　エース

長野県伊那市　西箕輪　７８８４
－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～
300,000円

営業及びスタッフ管
理

月給
セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号 200,000円～

390,000円

土木施工管理者
月給

窪田建設株式会社

長野県駒ヶ根市東町９－２２
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～

330,000円

建築施工管理者
月給

窪田建設株式会社

長野県駒ヶ根市東町９－２２
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～

330,000円
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建築施工管理技士２級

不問 (1) 7時50分～17時15分 建築士（２級）
普通自動車免許一種

TEL 0265-88-3034
（従業員数 30人 ）

正社員 20060-10661081 就業場所
変形（１ヶ月単位） 作業療法士

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 理学療法士

TEL 0265-77-0350
（従業員数 748人 ）

正社員 20060-10662381 就業場所 長野県伊那市
変形（１ヶ月単位） 作業療法士

不問 (1) 8時45分～17時30分 理学療法士

TEL 0265-81-4070
（従業員数 101人 ）

正社員 20060-10667781 就業場所
変形（１ヶ月単位） 作業療法士

不問 (1) 8時45分～17時30分 理学療法士

TEL 0265-81-4070
（従業員数 101人 ）

正社員以外 20060-10669281 就業場所
変形（１ヶ月単位） 社会福祉士

18歳以上 (1) 6時45分～15時45分 介護福祉士
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-81-4070 (3)12時45分～21時45分
（従業員数 74人 ）

正社員 20060-10672981 就業場所 長野県駒ヶ根市
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 20060-10673581 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 20060-10679081 就業場所
土木施工管理技士２級

59歳以下 (1) 7時30分～17時00分 建築施工管理技士２級

建築施工管理技士１級

TEL 0266-41-2545
（従業員数 3人 ）

正社員 20060-10684881 就業場所
看護師

59歳以下 (1) 8時30分～18時00分 准看護師

TEL 0265-78-5151
（従業員数 6人 ）

正社員 20060-10686181 就業場所
建築士（１級）

不問 (1) 8時00分～17時00分 建築施工管理技士１級

土木施工管理技士１級

TEL 0265-78-9010
（従業員数 28人 ）

正社員 20060-10693281 就業場所
変形（１年単位） 土木施工管理技士１級

不問 (1) 7時45分～17時00分 土木施工管理技士２級

普通自動車免許一種

TEL 0265-72-7221
（従業員数 51人 ）

正社員 20060-10713481 就業場所
変形（１年単位） 建築施工管理技士１級

不問 (1) 7時45分～17時00分 建築施工管理技士２級

普通自動車免許一種

TEL 0265-72-7221
（従業員数 51人 ）

正社員 20060-10714781 就業場所
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 20060-10716281 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 20060-10718081 就業場所

品質管理業務
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 150,000円～
180,000円

材料管理・日程管理
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 150,000円～
180,000円

建物の現場管理
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

土木技術者
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

土木・建築施工管理
技術者

月給
エフ・ケー建設株式会
社

長野県伊那市日影５３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 280,000円～

320,000円

看護師・准看護師
月給

医療法人　神山内科医
院

長野県伊那市西町５１２１－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 220,000円～

270,000円

土木、建築管理人
日給

信用建設株式会社

長野県上伊那郡辰野町大字上島２
４８７ 雇用・労災・

健康・厚生11,000円～15,000
円雇用期間の定めなし

省令１号 245,000円～
333,000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２６
００－１ 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

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

介護福祉士又は社会
福祉士

月給
社会福祉法人　伊南福
祉会

長野県駒ヶ根市赤穂３２４９－４
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号 170,520円～

209,040円
又は21時45分～ 6時45
分の間の8時間以上

作業療法士又は理学
療法士

時給
社会福祉法人　伊南福
祉会老人保健施設フラ
ワーハイツ

長野県駒ヶ根市赤穂３２４９－４
雇用・労災・
健康・厚生

1,260円～1,260円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 233,920円～

233,920円

作業療法士又は理学
療法士

月給
社会福祉法人　伊南福
祉会老人保健施設フラ
ワーハイツ

長野県駒ヶ根市赤穂３２４９－４
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 164,836円～

202,072円

機能訓練指導員
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 183,500円～

303,500円

建築技術者
月給

宮下建設工業　株式会
社

長野県上伊那郡中川村片桐４０３
０ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 202,000円～
242,000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
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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12月10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（11／30～12／6） ○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/ 

普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士１級

土木施工管理技士２級

TEL 0265-78-4027
（従業員数 24人 ）

正社員 20060-10720581 就業場所 長野県伊那市
変形（１ヶ月単位） 准看護師

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分
(2) 9時40分～18時40分

TEL 0265-78-4047 (3)17時00分～ 9時00分
（従業員数 100人 ）

正社員 20060-10723881 就業場所 長野県伊那市
変形（１ヶ月単位） 看護師

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分
(2) 9時40分～18時40分

TEL 0265-78-4047 (3)17時00分～ 9時00分
（従業員数 100人 ）

正社員 20060-10724281 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

39歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-79-6871
（従業員数 43人 ）

正社員 20060-10728681 就業場所 確定給付年金
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時45分～17時45分

TEL 0265-79-0113
（従業員数 16人 ）

正社員 20060-10729981 就業場所

不問 (1) 8時30分～18時00分
(2) 8時00分～11時30分

TEL 0265-82-6611
（従業員数 14人 ）

正社員 20060-10737981 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 0265-85-3385
（従業員数 11人 ）

正社員 20060-10739481 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) 9時00分～18時00分

TEL 0265-85-3385
（従業員数 11人 ）

正社員以外 20060-10740281 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0266-41-0770
（従業員数 48人 ）

正社員以外 20060-10563181 就業場所
医師

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-81-6111
（従業員数 93人 ）

正社員 20060-10564081 就業場所

医師
年俸

社会福祉法人すずらん
福祉会　エーデルこま
がね

長野県駒ヶ根市赤穂１４４２４－
３ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形10,000,000円～

10,000,000円雇用期間の定めなし
年齢不問 833,333円～

833,333円

県立高校事務員（臨
時的任用）

月給

長野県辰野高等学校

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
３６４４－２

公災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 153,100円～

248,800円

ＷＥＢディレク
ター・デザイナー・
オペレーター

月給
長野システム開発　株
式会社

長野県上伊那郡宮田村５６７２－
２ 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 200,000円～

320,000円

ＳＥ・プログラマー
月給

長野システム開発　株
式会社

長野県上伊那郡宮田村５６７２－
２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 200,000円～
400,000円

総合受付及び診療助
手

月給
医療法人　ヘルスヘブ
ン

長野県駒ヶ根市赤穂１４６２３－
３ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 155,000円～
170,000円

経理
月給

株式会社　ジェナジー

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪５２
１４－１１ 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

営業職
月給

旭千代田工業株式会社
長野工場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
大道上１０３２０－１８
　
（帯無工業団地内）

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
201,000円～
266,000円

看護師
月給

医療法人聖山会　伊那
神経科病院

長野県伊那市荒井　３８３１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号 222,000円～

416,000円

准看護師
月給

医療法人聖山会　伊那
神経科病院

長野県伊那市荒井　３８３１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号 194,000円～

311,000円

施工管理技士
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 270,000円～

420,000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

普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-86-5777
（従業員数 25人 ）

正社員以外 20060-10889181 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00分～16時45分

TEL 0265-83-5233
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-10890681 就業場所
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-88-3600
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-10897181 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 20060-10903381 就業場所 厚生年金基金
普通自動車免許一種

18歳～44歳 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-85-4767
（従業員数 7人 ）

正社員 20060-10904681 就業場所 長野県上伊那郡宮田村
交替制あり 普通自動車免許一種

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

TEL 0265-86-5777
（従業員数 25人 ）

正社員 20060-10907481 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30分～17時30分
(2)20時30分～ 5時30分

TEL 0265-86-5777
（従業員数 25人 ）

正社員 20060-10909881 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 0265-74-1807
（従業員数 6人 ）

正社員以外 20060-10914981 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～17時00分 危険物取扱者（乙種）

(2) 9時00分～19時00分
TEL 0265-82-6408

（従業員数 4人 ）
正社員 20060-10926881 就業場所

変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 6時45分～15時30分

(2) 8時30分～17時15分
TEL 0265-81-6501 (3)10時15分～19時00分

（従業員数 177人 ）
正社員以外 20060-10927281 就業場所

普通自動車免許一種
不問 (1) 7時30分～16時30分

TEL 0265-79-9542
（従業員数 10人 ）

正社員 20060-10853781 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町 確定拠出年金
変形（１週間単位非定型的） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-81-0017 (3)10時00分～19時00分
（従業員数 16人 ）

正社員 20060-10855281 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 20060-10857081 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 20060-10858381 就業場所

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

長野県上伊那郡飯島町田切　１６
０－３３２

上伊那郡中川村葛島１４４３

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４
０６－４

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
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
４０３－６ 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

梱包作業員
月給

北勢運送株式会社　長野
営業所

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 178,000円～

199,300円

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１４６１３－５６

配達・事務
月給

株式会社メルクエール
アイルニコニコ薬局

長野県駒ヶ根市赤穂１４６３５－
３ 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～

210,000円
又は 8時00分～19時00分
の間の8時間程度

ハウスキーパー
日給

社会福祉法人　長野県社
会福祉事業団　西駒郷

雇用・労災・
健康・厚生

6,490円～6,490円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 132,396円～

132,396円

販売
月給

有限会社　ヨコヤ

長野県駒ヶ根市中沢１２１６０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

260,000円
長野県駒ヶ根市下平２９０１－７

機械オペレーター
月給

大村技研株式会社　長野
工場

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令２号 155,000円～

216,000円

長野県上伊那郡飯島町田切　１６
０－３３２

園内施設、緑地管理
日給

はびろ農業公園管理組合
みはらしファーム

長野県伊那市西箕輪３４１６－１
雇用・労災・
健康・厚生

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

154,000円

省令２号 155,000円～
216,000円

鉄道信号設備工事
月給

有限会社　小田切電工

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

長野県上伊那郡宮田村１０２５

長野県上伊那郡飯島町田切　１６
０－３３２

成形オペレーター
月給

大村技研株式会社　長野
工場

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

検査
時給

大村技研株式会社　長野
工場

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

雇用期間の定めなし
年齢不問 180,000円～

220,000円

有限会社　むかいや設備
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

194,000円～
224,000円

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ

852円～880円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 143,136円～

152,064円
木工機械の整備・修理

月給

有限会社　吉村商店

駒ヶ根市赤穂１４－２０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
175,000円

配管工
月給
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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。 
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◎ 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（11／30～12／6） ○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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不問 (1) 8時00分～17時30分

TEL 0266-41-3439
（従業員数 2人 ）

正社員 20060-10860481 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

18歳以上 (1) 7時30分～22時00分
(2) 9時00分～ 0時30分

TEL 0265-82-4177 (3)14時00分～ 9時00分
（従業員数 20人 ）

正社員 20060-10871281 就業場所
変形（１ヶ月単位） 中型自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～19時00分 フォークリフト技能者

TEL 0265-84-1144
（従業員数 11人 ）

正社員 20060-10874381 就業場所 長野県上伊那郡宮田村
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時20分～17時00分

TEL 0265-79-2187
（従業員数 33人 ）

正社員 20060-10875681 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

18歳以上 (1)15時30分～ 0時30分
(2)23時30分～ 8時30分

TEL 0265-86-3215 (3)17時00分～ 2時00分
（従業員数 20人 ）

正社員以外 20060-10883981 就業場所 確定給付年金
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-86-2111
（従業員数 34人 ）

正社員 20060-10884581 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 0265-86-2111
（従業員数 34人 ）

正社員 20060-10885481 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 0266-43-3222
（従業員数 27人 ）

正社員以外 20060-10887881 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 0265-81-1372
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060-10744681 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00分

TEL 0265-72-6237
（従業員数 11人 ）

正社員以外 20060-10745981 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 7人 ）

有期雇用派遣 20060-10751081 就業場所 長野県上伊那郡宮田村
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 その他の建設機械運転

TEL 0265-81-6060
（従業員数 30人 ）

正社員 20060-10762981 就業場所 確定給付年金
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許二種

TEL 0265-83-5221
（従業員数 17人 ）

正社員 20060-10781781 就業場所
普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-98-2874
（従業員数 13人 ）

正社員 20060-10784181 就業場所

タクシー運転手（日勤）
時給

赤穂タクシー　有限会社

長野県駒ヶ根市北町２８－２４
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 142,800円～
142,800円

農場スタッフ
月給

有限会社　フラワーポ
ケット

長野県伊那市長谷黒河内１１４０
－１ 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～
200,000円

金属加工
時給

株式会社　ナオス
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 191,360円～

191,360円

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４

舗装作業員
月給

株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町２２－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 195,100円～

283,650円

浄化槽・下水道施設の点
検 時給

株式会社　ナオス
雇用・労災・
健康・厚生

1,100円～1,200円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 196,240円～

214,080円

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４

作業スタッフ（飯島野菜
きのこ集出荷場） 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

825円～825円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 127,462円～

127,462円

プレス金型製作
月給

株式会社　飯島精機

長野県上伊那郡飯島町田切１－５
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～

270,000円
製造補助

時給

株式会社　上野精機長野

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
９３４５ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形850円～1,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 142,220円～

166,700円

機械インサートオペレー
ター 時給

株式会社　南信精機製作
所

雇用・労災・
健康・厚生・
財形900円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号 147,600円～

180,400円

長野県上伊那郡飯島町七久保８１
５

プレス加工
月給

株式会社　飯島精機

長野県上伊那郡飯島町田切１－５
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
180,000円～
300,000円

農場員
月給

日本農産種苗株式会社

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
165,000円～
178,000円

運転手（４ｔ車：上伊那
地区） 月給

有限会社ウェーブ

長野県上伊那郡宮田村１９３３－
１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 234,995円～
264,997円

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
９３０１

タクシー乗務員
時給

［丸八タクシー］伊南乗
用自動車有限会社

雇用・労災・
健康・厚生

900円～950円
雇用期間の定めなし

省令２号 244,350円～
257,925円

建築業（内装）
日給

中谷建築　中谷臣一郎
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

長野県上伊那郡辰野町大字樋口４
０６－４

駒ヶ根市　中央　４－５
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変形（１年単位） 普通自動車免許二種
不問 (1) 7時00分～22時00分 普通自動車免許一種

(2)10時00分～ 1時00分
TEL 0265-83-5221 (3)10時00分～ 9時00分

（従業員数 17人 ）
正社員 20060-10785081 就業場所

準中型一種（５トン限

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-88-3267
（従業員数 3人 ）

正社員 20060-10786381 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0266-43-3111
（従業員数 42人 ）

正社員 20060-10787681 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-86-4254
（従業員数 31人 ）

正社員 20060-10792181 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 20060-10793081 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 20060-10794381 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

18歳以上 (1)17時00分～ 2時00分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 3人 ）

有期雇用派遣 20060-10795681 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00分～17時30分

TEL 0265-76-9683
（従業員数 3人 ）

正社員 20060-10799781 就業場所
大型自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 牽引免許（一種）
小型移動式クレーン

TEL 0265-72-8861
（従業員数 30人 ）

正社員 20060-10806081 就業場所
大型自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-72-8861
（従業員数 30人 ）

正社員 20060-10807381 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 20060-10810781 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 0266-41-5581
（従業員数 53人 ）

正社員以外 20060-10816681 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 20060-10818581 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
大型自動車免許一種

18歳～59歳 (1) 8時00分～17時00分 中型自動車免許一種
(2)19時00分～ 4時00分

TEL 0265-78-6211
（従業員数 34人 ）

正社員 20060-10820281 就業場所

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
貨物自動車運転者

月給

伊那陸送　株式会社

長野県上伊那郡南箕輪村９７９２
－５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 250,000円～
400,000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
カレンダー製造

月給
株式会社　平井星光堂
さくら工場

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
２６９０－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 155,000円～
175,000円

ユニック（２ｔ、３ｔ、
７ｔ）運転手 月給

株式会社　泉翔

長野県上伊那郡南箕輪村大芝２３
８０－７７６ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 141,175円～
181,175円

大型ダンプ運転手
月給

株式会社　泉翔

長野県上伊那郡南箕輪村大芝２３
８０－７７６ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 141,175円～
181,175円

プラスチック成型オペ
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 171,360円～

171,360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

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

検査員
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

年齢不問 200,000円～
300,000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

タクシー運転手
時給

赤穂タクシー　有限会社

長野県駒ヶ根市北町２８－２４
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 227,345円～
227,345円

工事現場の管理及び作業
月給

株式会社クリエイティブ

長野県上伊那郡中川村片桐５１５
８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 181,000円～

273,000円
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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 20060-10821181 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 9時30分～19時30分

TEL 0265-72-7251
（従業員数 13人 ）

正社員 20060-10824681 就業場所
普通自動車免許一種

60歳以上 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-70-9314
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-10829881 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 0265-70-9314
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-10833681 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 0265-74-9570
（従業員数 4人 ）

正社員 20060-10844481 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 0266-43-0090
（従業員数 21人 ）

正社員 20060-10566681 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
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 20060-10567981 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 ）

正社員以外 20060-10568581 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時10分

TEL 0265-96-0191
（従業員数 70人 ）

正社員以外 20060-10569481 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時10分

TEL 0265-96-0191
（従業員数 70人 ）

正社員 20060-10570281 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15分

TEL 0265-86-2010
（従業員数 13人 ）

正社員 20060-10571181 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15分

TEL 0265-86-2010
（従業員数 13人 ）

正社員 20060-10572081 就業場所
変形（１年単位）

不問 (1) 8時20分～17時10分

TEL 0265-82-2045
（従業員数 30人 ）

正社員 20060-10573381 就業場所 長野県駒ヶ根市
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時00分～17時15分

TEL 0265-82-2328
（従業員数 13人 ）

正社員 20060-10578781 就業場所

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８２９３－１

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪８６
７３

測量、建設コンサルタン
ト 月給

株式会社ジッソク

長野県駒ヶ根市赤穂１３７８－２
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
205,000円～
240,000円

ＮＣ工作機械オペレー
ター 月給

株式会社　塩澤製作所

駒ヶ根市　飯坂　１－３０－２１
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

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

航空機部品の生産
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

年齢不問 160,000円～
300,000円

航空機部品の生産（契約
社員） 月給

シキボウ株式会社　長野
事業所

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 160,000円～

300,000円

金属部品の機械加工（契
約社員） 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
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 220,000円～

350,000円

金属部品の機械加工（経
験２） 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

年齢不問 200,000円～
350,000円

土木作業員
日給

株式会社　ソウワ

長野県上伊那郡辰野町大字赤羽７
４７－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形7,000円～12,000円

雇用期間の定めなし
省令１号 154,000円～

264,000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

雇用・労災
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

機械組立・調整
月給

有限会社　アドバンス
ワーク

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令３号の

ニ
168,000円～
252,000円

機械組立・調整
月給

有限会社　アドバンス
ワーク

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８２９３－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 168,000円～

252,000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
営業、配達

月給

株式会社キタノヤ電器

長野県伊那市山寺１８８０
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～
250,000円
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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 20060-10579881 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 0265-81-1730
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-10582381 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 0266-41-4455
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-10585581 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

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 20060-10588881 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

不問 (1) 6時00分～14時25分
(2)14時20分～22時45分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060-10589281 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 8時30分～16時55分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060-10590381 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

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 20060-10593581 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

18歳以上 (1)20時00分～ 5時00分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060-10594481 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 8時10分～17時05分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 7人 ）

有期雇用派遣 20060-10596881 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時20分～17時20分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20060-10597281 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時25分～17時25分
(2) 5時00分～13時20分

TEL 0265-73-2424 (3)13時15分～21時35分
（従業員数 28人 ）

有期雇用派遣 20060-10598181 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00分～17時00分

TEL 0265-78-3988
（従業員数 4人 ）

正社員 20060-10603081 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 車両系整地掘削用運転

TEL 0265-82-3201
（従業員数 14人 ）

正社員 20060-10608481 就業場所 長野県駒ヶ根市
変形（１年単位）

35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 20060-10610081 就業場所

長野県伊那市狐島３８３６－１

金属切断作業
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～
230,000円

舗装現場作業員
日給

窪田建設株式会社

長野県駒ヶ根市東町９－２２
雇用・労災・
健康・厚生・
財形10,000円～13,500

円雇用期間の定めなし
年齢不問 216,000円～

291,600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

9,000円～13,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 207,000円～
299,000円

バルブ製造・組立・梱包
時給

セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１
雇用・労災・
健康・厚生

1,200円～1,350円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 194,832円～

219,186円

組立
時給

セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１

労災・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 196,800円～

196,800円

フィルム検査
時給

セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１
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 163,200円～

163,200円

フィルムの加工・検査
時給

セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１
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） 省令２号 160,000円～

160,000円

検査
時給

セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 179,520円～

179,520円

組立・圧入・包装
時給

セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１
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 187,761円～

187,761円

精密ベアリング・組立
時給

セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１
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 187,761円～

187,761円

梱包・ラベル作成
時給

セントラルソーシング
株式会社1,100円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 179,520円～

179,520円

電気工事作業
月給

有限会社　デンコー

長野県上伊那郡辰野町大字平出１
１６３ 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

フライス・マシニングセ
ンター・ワイヤーカット
オペレーター

月給

株式会社ＡＩ精工

長野県駒ヶ根市赤穂１５－４２７
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

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４
８０－１ 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
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不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-74-8844
（従業員数 120人 ）

正社員 20060-10613981 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

TEL 0265-98-0930
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-10616781 就業場所 長野県伊那市
交替制あり

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

TEL 0265-73-2424
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060-10619181 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 8時45分～17時30分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 17人 ）

有期雇用派遣 20060-10621981 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時15分～17時05分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060-10622581 就業場所 長野県駒ヶ根市
変形（１年単位）

不問 (1) 8時10分～17時10分

TEL 0265-81-5622
（従業員数 39人 ）

正社員 20060-10630581 就業場所 長野県駒ヶ根市
変形（１年単位） 自動車整備士（２級）

35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-72-6191
（従業員数 17人 ）

正社員 20060-10636081 就業場所 長野県伊那市 確定給付年金
交替制あり

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 20060-10638681 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30分

TEL 0265-72-5111
（従業員数 110人 ）

正社員 20060-10640781 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-72-5111
（従業員数 187人 ）

正社員以外 20060-10641881 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

39歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-79-9646
（従業員数 11人 ）

正社員 20060-10643181 就業場所 厚生年金基金
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 大型自動車免許一種

TEL 0265-72-5111
（従業員数 187人 ）

正社員以外 20060-10650281 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

39歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-79-2626
（従業員数 11人 ）

正社員 20060-10651181 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00分～17時00分

TEL 0265-79-2507
（従業員数 25人 ）

正社員 20060-10657481 就業場所

機械工
月給

有限会社　平出製作所

長野県上伊那郡箕輪町大字東箕輪
４３５６ 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
150,000円～
220,000円

長野県伊那市西町５３８０－１

長野県伊那市狐島３８３６－１

長野県伊那市狐島３８３６－１

長野県駒ヶ根市飯坂　２－４－１

長野県伊那市美篶９６２３－２

灯油配送、設備工事、燃
料機器の販売点検、レン
タル貸出業務

月給

株式会社　カネカ

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪９７
０７－１ 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
160,000円～
250,000円

バス運転手（路線バス）
大型一種保有者【有期実
習型訓練】

日給

伊那バス株式会社
雇用・労災・
健康・厚生

6,800円～6,800円
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

146,880円～
146,880円

レンタル商品の貸出、配
送、メンテナンス、その
他の業務

月給

株式会社レントボックス
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～
250,000円

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
９７０７

長野県伊那市西町５２０８

バス運転手（路線バス）
普通免許保有者【有期実
習型訓練】

日給

伊那バス株式会社
雇用・労災・
健康・厚生

6,800円～6,800円
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

146,880円～
146,880円

長野県伊那市西町５２０８

営業
月給

伊那バス株式会社

長野県伊那市西町５２０８
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
154,500円～
188,500円

バルブ製造スタッフ
時給

株式会社キッツ　伊那工
場

雇用・労災・
健康・厚生・
財形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

長野県伊那市東春近７１３０

自動車整備士
月給

株式会社伊那自動車教習
所

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
161,000円～
218,500円

組立作業員　≪急募≫
時給

有限会社　シンセイ
雇用・労災・
健康・厚生

850円～1,050円
雇用期間の定めなし

年齢不問 146,880円～
181,440円

エンジン部品の組立作業
≪急募≫ 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～1,350円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 191,678円～

215,635円

カーナビの組立、半田作
業
　≪急募≫

時給
セントラルソーシング
株式会社

雇用・労災・
健康・厚生

1,100円～1,350円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 170,500円～

209,250円

基板製造
時給

セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１
雇用・労災・
健康・厚生

1,000円～1,100円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 省令２号 165,600円～

182,160円

解体作業員
日給

株式会社　アルプス環境

長野県伊那市山寺１５４７
雇用・労災・
健康・厚生

8,500円～12,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 183,600円～
259,200円

食品製造（製造ライン
リーダー候補） 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



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12月10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（11／30～12／6） ○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
60歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-86-3026
（従業員数 27人 ）

正社員 20060-10658781 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 20060-10659881 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

59歳以下 (1) 8時00分～18時30分
(2)10時00分～ 1時00分

TEL 0265-76-5111 (3)17時00分～ 3時00分
（従業員数 67人 ）

正社員 20060-10665581 就業場所
普通自動車免許二種

60歳以上 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-76-5111
（従業員数 67人 ）

正社員以外 20060-10668881 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時45分～17時15分

TEL 0265-73-5549
（従業員数 2人 ）

正社員以外 20060-10683781 就業場所
自動車整備士（２級）

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-78-0831
（従業員数 17人 ）

正社員 20060-10691781 就業場所 長野県駒ヶ根市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時10分

TEL 0265-79-8546
（従業員数 70人 ）

正社員 20060-10694181 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 0265-98-0192
（従業員数 13人 ）

正社員以外 20060-10695081 就業場所
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-98-0192
（従業員数 13人 ）

正社員 20060-10696381 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時05分

TEL 0265-82-3256
（従業員数 155人 ）

正社員 20060-10697681 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00分～17時00分

TEL 0265-73-8882
（従業員数 4人 ）

正社員 20060-10704581 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
交替制あり 普通自動車免許一種

29歳以下 (1) 7時30分～16時30分
(2)13時00分～22時00分

TEL 0265-98-9411
（従業員数 10人 ）

正社員 20060-10709181 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
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 20060-10717181 就業場所
車両系整地掘削用運転

不問 (1) 8時00分～17時00分 ショベルローダー運転

大型自動車免許一種
TEL 0265-78-4027

（従業員数 24人 ）
正社員 20060-10721481 就業場所 長野県伊那市

解体現場の重機オペレー
ター
・ダンプ運転

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

自動車用内装部品の
樹脂射出成形業務 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 150,000円～
180,000円

コンタクトレンズ製造
（ＮＣオペレーター） 年俸

株式会社　アルファコー
ポレーション　伊那事業
所

長野県上伊那郡南箕輪村４０６２
－４ 雇用・労災・

健康・厚生2,400,000円～
2,760,000円雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

200,000円～
230,000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

めっき作業
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
雇用期間の定めなし

年齢不問 150,000円～
250,000円

部品検査・組立
月給

有限会社　木下工業

長野県駒ヶ根市赤穂４１９０－４
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
164,000円～
164,000円

部品検査・組立
時給

有限会社　木下工業

長野県駒ヶ根市赤穂４１９０－４
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 138,720円～
138,720円

製造
月給

株式会社伸和精工

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８６５０ 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～

400,000円

自動車修理
月給

株式会社オートパル上伊
那

長野県伊那市上牧６４０４－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 166,200円～

247,800円

一般土木作業
日給

小椋工業　株式会社

長野県伊那市富県５８４８
雇用・労災・
健康・厚生

8,000円～12,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 172,800円～

259,200円

タクシー乗務員【日勤】
時給

伊那タクシー　株式会社

長野県伊那市坂下３３０９
雇用・労災・
健康・厚生・
財形880円～910円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令３号の

ニ
150,660円～
155,800円

タクシー乗務員
時給

伊那タクシー　株式会社

長野県伊那市坂下３３０９
雇用・労災・
健康・厚生・
財形910円～910円

雇用期間の定めなし
省令１号 250,000円～

260,000円

ＣＡＤオペレーター
月給

有限会社　竜東スチール

長野県伊那市東春近３１０５
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

一般管理業務
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４
８０－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 151,200円～

181,440円
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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 20060-10722781 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 0265-85-5115
（従業員数 19人 ）

正社員 20060-10730781 就業場所
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 中型自動車免許一種
TEL 0265-88-3951 (3)15時00分～ 0時00分

（従業員数 15人 ）
正社員 20060-10734081 就業場所

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 20060-10549381 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 0265-83-4044
（従業員数 16人 ）

有期雇用派遣 20060-10553881 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時00分～17時05分

TEL 0265-83-4044
（従業員数 2人 ）

有期雇用派遣 20060-10554281 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時00分～17時00分
(2)17時30分～ 2時30分

TEL 0265-83-4044 (3)23時30分～ 8時30分
（従業員数 6人 ）

有期雇用派遣 20060-10555181 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 0265-83-4044
（従業員数 7人 ）

有期雇用派遣 20060-10557381 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-83-4044
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060-10559981 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村

不問 (1) 8時15分～17時05分

TEL 0265-83-4044
（従業員数 3人 ）

有期雇用派遣 20060-10560781 就業場所 長野県駒ヶ根市

（派）加工、組立、塗装
時給

株式会社アイテックサー
ビス

長野県駒ヶ根市赤穂１０８２３
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 203,580円～

219,866円

メッキ部品の洗浄
時給

株式会社アイテックサー
ビス

長野県駒ヶ根市赤穂１０８２３
雇用・労災・
健康・厚生

1,150円～1,200円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 189,520円～

197,760円

製造
時給

株式会社アイテックサー
ビス

長野県駒ヶ根市赤穂１０８２３
雇用・労災・
健康・厚生

1,100円～1,200円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 180,400円～

196,800円

製造・検査・梱包・組立
時給

株式会社アイテックサー
ビス

長野県駒ヶ根市赤穂１０８２３
雇用・労災・
健康・厚生

1,000円～1,150円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 164,000円～

188,600円

組立
時給

株式会社アイテックサー
ビス

長野県駒ヶ根市赤穂１０８２３
雇用・労災・
健康・厚生

1,100円～1,150円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 179,520円～

187,680円

検査・ラッキング
時給

株式会社アイテックサー
ビス

長野県駒ヶ根市赤穂１０８２３
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 169,600円～

169,600円

金属プレス加工オペレー
ター
（飯島町）

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

ドライバー
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 191,250円～
261,250円

金型設計・プログラミン
グ業務 時給

有限会社　キョーシン精
工

長野県上伊那郡宮田村１９９７番
地 雇用・労災・

健康・厚生
950円～1,370円

雇用期間の定めなし
年齢不問 188,080円～

327,960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


