
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)10時00分～22時00分

TEL 0265-85-2280
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-10489481 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10分～17時00分

TEL 0265-72-4107
（従業員数 13人 ）

正社員 20060-10478681 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 0265-76-1122
（従業員数 12人 ）

正社員 20060-10413581 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) 7時45分～17時00分

TEL 0265-83-3715
（従業員数 10人 ）

正社員 20060-10373981 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時10分

TEL 0265-79-2115
（従業員数 22人 ）

正社員 20060-10382581 就業場所
変形（１年単位）

不問 (1) 8時15分～17時10分
(2) 8時15分～12時00分

TEL 0265-83-1138
（従業員数 25人 ）

正社員 20060-10383481 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 0265-98-6385
（従業員数 0人 ）

正社員 20060-10387181 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 0265-86-4310
（従業員数 18人 ）

正社員 20060-10401081 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 0265-86-4310
（従業員数 18人 ）

正社員 20060-10402381 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
(2) 6時00分～17時00分

TEL 0265-96-2280 (3) 8時30分～16時30分
（従業員数 0人 ）

正社員 20060-10404981 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 0265-96-0882
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-10358981 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～19時30分

TEL 0265-74-9199
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-10300781 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-71-3800
（従業員数 30人 ）

正社員 20060-10313381 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 0265-72-1010
（従業員数 19人 ）

正社員 20060-10320181 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村 厚生年金基金

建築・土木工事営業職
月給

原建設株式会社

長野県上伊那郡南箕輪村３８９８－１
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

バス整備士
月給

トラビスジャパン株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８２
９５－５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 180,800円～
284,000円

スポーツ用品の小売・
卸売
（カムイスポーツ）

月給

有限会社　パラダイス

長野県伊那市西春近２７１３番地
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 162,000円～

213,000円

土木作業員
日給

株式会社　長城

長野県伊那市手良中坪１７７８－１
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

農業・農産加工
月給

ＯＲＧＡＮＩＣ　ＦＡＲＭ８
８　林　亮

長野県伊那市高遠町藤澤４０１８

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

180,000円

土木技術者
月給

下平建設株式会社

長野県上伊那郡飯島町田切１０３８
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

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
200,000円

所在地・就業場所

調理補助・レストラン
ホール係 月給

有限会社　山田鉄工

長野県上伊那郡宮田村５４５０

雇用期間の定めなし
年齢不問

表面処理部品の治具へ
の取り付け・取り外し
他補助作業

月給

伊那金属工業株式会社

長野県伊那市西春近５２１２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 162,000円～

200,000円
自動車整備メカニック

月給

有限会社　池上輪店

長野県伊那市中央４７９６
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～

205,000円
土木作業員

日給

中澤木材株式会社

長野県駒ヶ根市中沢４１１７
雇用・労災・
健康・厚生

6,700円～10,700円
雇用期間の定めなし

年齢不問 180,080円～
299,680円

営業
月給

株式会社　マツシマ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８７
５０ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 235,000円～

440,000円
部品加工

月給

拓伸電機　株式会社

長野県駒ヶ根市飯坂２－８－３４
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
訪問介護・移送サービ
ス 月給

ＮＰＯ法人　訪問介護あった
か伊那

長野県伊那市日影１７４－１

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

250,000円
建築技術者

月給

下平建設株式会社

長野県上伊那郡飯島町田切１０３８
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
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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 20060-10280881 就業場所

不問 (1) 8時20分～17時10分

TEL 0265-86-4886
（従業員数 23人 ）

正社員 20060-10287581 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 0265-85-3219
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-10275081 就業場所

不問 (1) 8時10分～17時10分

TEL 0265-76-3131
（従業員数 14人 ）

正社員 20060-10168781 就業場所 長野県伊那市
変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 6時00分～ 9時00分
(2)16時00分～21時00分

TEL 0265-98-8399
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-10188181 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 0265-79-8191
（従業員数 54人 ）

正社員 20060-10196181 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30分～18時00分

TEL 0265-72-7271
（従業員数 7人 ）

正社員 20060-10205881 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0265-86-2563
（従業員数 13人 ）

正社員 20060-10098881 就業場所
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 20060-10117581 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 0265-78-7181
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-10022881 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時05分～17時00分

TEL 0265-72-7175
（従業員数 13人 ）

正社員 20060-10036981 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-74-7325
（従業員数 15人 ）

正社員 20060-10044581 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 0265-74-7325
（従業員数 15人 ）

正社員 20060-10046781 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15分～17時10分
(2) 8時15分～12時00分

TEL 0265-83-1138
（従業員数 33人 ）

正社員 20060-10067381 就業場所

技術職
月給

有限会社泰成電機工業

長野県駒ヶ根市飯坂２－８－３４
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 175,000円～

175,000円

リフォームアドバイ
ザー 月給

アップルペイント株式会社
伊那支店

長野県伊那市中央４７４７－７
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 180,000円～

400,000円

現場管理スタッフ
月給

アップルペイント株式会社
伊那支店

長野県伊那市中央４７４７－７
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～

350,000円

金属加工現場作業≪急
募≫ 月給

有限会社　片桐製作所

長野県上伊那郡南箕輪村９５８１－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 165,000円～

200,000円

営業（伊那展示場）
月給

株式会社　片桐建設

長野県伊那市福島１４７１
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

検査
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 152,100円～
156,100円

品質管理および生産管
理
≪急募≫

月給
協和光学工業株式会社　信州
工場

長野県上伊那郡飯島町七久保１０１９
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 155,000円～

255,000円

建築設計
月給

株式会社　城取建築設計事務
所

長野県伊那市西町５８６３－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 170,000円～

270,000円

セールスドライバー
月給

ヤマト運輸株式会社　伊北支
店

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１８
３６ 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～

210,000円

生活支援員
月給

特定非営利活動法人　パンセ
の会

長野県伊那市西箕輪６６５０‐１
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

機械工（マシニングセ
ンター） 月給

株式会社　根津製作所

長野県伊那市下新田３０４３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 160,000円～

270,000円

量産用木材加工・店舗
用家具
（ショーケース等）製
造

月給

有限会社　戸田木工

長野県上伊那郡宮田村２番地
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 170,000円～

230,000円

出荷業務
月給

タクマン電子株式会社

長野県上伊那郡飯島町飯島２１６９－
１５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 140,000円～
160,000円

機械の電気配線
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 170,000円～

210,000円
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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

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

不問

TEL 0265-78-0002
（従業員数 10人 ） 又は 9時00分～22時00分の間の8時間程度

正社員 20060- 9967581 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30分

TEL 0265-78-2929
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 9975481 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
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 ） 又は 7時30分～21時00分の間の8時間程度

正社員 20060- 9835981 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
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） 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 ） 又は 7時00分～22時00分の間の8時間程度

正社員 20060- 9810581 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
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

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１６７９
－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

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４８９０
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

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

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

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

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

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４４８９
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

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

歯科助手（アシスタン
ト） 月給

医療法人　Ｓｍｉｌｅ＆Ｗｅ
ｌｌｎｅｓｓ　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

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４３６
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

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

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

車両整備士
月給

株式会社　泉翔

長野県上伊那郡南箕輪村大芝２３８０
－７７６ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 250,000円～
250,000円

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

雇用期間の定めなし
年齢不問 183,000円～

250,000円
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普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～18時30分

TEL 0265-78-4573
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 9577181 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時45分～17時00分

TEL 0265-72-3175
（従業員数 21人 ）

正社員 20060- 9591881 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 0265-72-2714
（従業員数 37人 ）

正社員 20060- 9601681 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～18時00分

TEL 0265-85-3958
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 9609081 就業場所
変形（１年単位）

不問 (1)13時50分～21時10分
(2)12時50分～21時10分

TEL 0265-74-2281 (3)13時50分～19時40分
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 9610981 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

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- 9618381 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20分～17時20分

TEL 0265-79-4828
（従業員数 61人 ）

正社員 20060- 9631281 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 8時00分～17時10分

TEL 0265-88-3017
（従業員数 18人 ）

正社員 20060- 9662781 就業場所

不問 (1)10時00分～19時00分

TEL 0265-74-2171
（従業員数 17人 ）

正社員 20060- 9674081 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 0265-72-7147
（従業員数 16人 ）

正社員 20060- 9677981 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 0266-41-2238
（従業員数 12人 ）

正社員 20060- 9680281 就業場所
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～17時00分
(2) 8時00分～18時00分

TEL 0265-83-3434 (3) 9時00分～19時00分
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 9692381 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25分

TEL 0265-79-3901
（従業員数 18人 ）

正社員 20060- 9701781 就業場所

不問 (1) 8時20分～17時10分

TEL 0265-74-7588
（従業員数 27人 ）

正社員 20060- 9716981 就業場所

レンズ研磨
月給

株式会社　オプティックスナ
ガノ

長野県上伊那郡南箕輪村３６７５－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 165,000円～

300,000円

生産ライン管理補佐
月給

株式会社三九　みのわ工場

長野県上伊那郡箕輪町山口３７３０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 200,000円～

210,000円

店頭スタッフ
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
年齢不問 200,000円～

250,000円

現場作業員
月給

有限会社イー・エックス・
シー工建

長野県上伊那郡辰野町大字平出４０８
４－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 170,000円～
250,000円

機械技術員
月給

ミズホ鋼機　株式会社　伊那
支店

長野県伊那市中央５１４０
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

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

豆腐の製造
時給

すいれい豆腐　株式会社

長野県上伊那郡中川村大草６５８６－
１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形850円～900円

雇用期間の定めなし
年齢不問 145,520円～

154,080円

溶接工（精密板金）
月給

栄通信工業株式会社

長野県上伊那郡箕輪町木下１１５２６
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～

210,000円

ばね製造工
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～

180,000円

学習塾教室長
月給

明光義塾　伊那竜東教室　小
松浩寿

長野県伊那市境１０４７　中村ビル２
階

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 170,000円～

170,000円

住宅営業
月給

有限会社　松崎工務店

長野県上伊那郡宮田村１２３５ー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～

320,000円

土木・上下水道作業、
型枠作業重機オペレー
ター、舗装作業等

月給

廣瀬建設工業株式会社

長野県伊那市日影３３４－３
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～

270,000円

コンクリート試験室員
月給

マルタ工業株式会社

長野県上伊那郡南箕輪村神子柴７５３
４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 180,000円～

210,000円

整備士
月給

有限会社　伊那スズキ

長野県伊那市西町４９７０－８
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 160,000円～

243,000円


