
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） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-82-2006
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-11412581 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～15時00分
(2)14時00分～22時00分

TEL 0265-77-1002
（従業員数 27人 ）

正社員 20060-11370381 就業場所 厚生年金基金
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 20060-11348581 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 20060-11353381 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 34人 ）

正社員 20060-11247181 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30分～17時30分

TEL 0265-73-7900
（従業員数 3人 ）

正社員 20060-11269481 就業場所 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 0265-78-3547
（従業員数 10人 ）

正社員 20060-11225681 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

不問 (1) 8時30分～17時00分
(2) 9時00分～17時30分

TEL 0265-82-3390 (3) 9時30分～18時00分
（従業員数 20人 ）

正社員 20060-11241981 就業場所 長野県駒ヶ根市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時00分
(2) 9時00分～17時30分

TEL 0265-82-3390 (3) 9時30分～18時00分
（従業員数 20人 ）

正社員 20060-11242581 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0265-78-2311
（従業員数 52人 ）

正社員 20060-11199881 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 0265-96-0945
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-11182281 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00分～16時30分

TEL 0265-76-6100
（従業員数 11人 ）

正社員 20060-11183181 就業場所 長野県伊那市
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 20060-11011181 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20分～17時20分

TEL 0265-83-4160
（従業員数 29人 ）

正社員 20060-11035781 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 0265-72-1212
（従業員数 28人 ）

正社員 20060-11048381 就業場所

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・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

フロントスタッフ
月給

株式会社ホテルオオハシ
ホテルセンピア

長野県伊那市狐島　４８１９ー３１
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
又は 7時00分～22時00分の
間の8時間程度

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

188,000円～
330,000円

所在地・就業場所

建築鉄骨の加工・組立
月給

信州中建工業有限会社

長野県駒ヶ根市赤穂４８４１番地

雇用期間の定めなし
年齢不問

営業員
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８３０
６ 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

自動車電装品修理
電気通信工事・電気工
事

月給

伊那電装　株式会社

長野県上伊那郡南箕輪村７５７０－２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 160,000円～

280,000円
葬祭プランナー（渉外
課） 月給

株式会社ビジニナル・サービ
スセンター

長野県駒ヶ根市赤穂１０１９－２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 189,000円～

265,100円
お客様相談係【葬祭ア
テンダント】 月給

株式会社ビジニナル・サービ
スセンター

長野県駒ヶ根市赤穂１０１９－２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 175,200円～

221,600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
営業

月給
ＰＨメンテナンス株式会社
飯田営業所

長野県上伊那郡飯島町飯島２１６９－
１８０ 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

廃棄物回収・分別業務
日給

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8,000円～9,500円

雇用期間の定めなし
年齢不問 184,000円～

218,500円
介護事務職≪急募≫

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
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
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
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普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-1212
（従業員数 28人 ）

正社員 20060-11049681 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 0265-72-1212
（従業員数 28人 ）

正社員 20060-11054181 就業場所

不問

TEL 0265-72-2501
（従業員数 7人 ）

正社員 20060-11059581 就業場所 長野県伊那市

不問

TEL 0265-72-2501
（従業員数 7人 ）

正社員 20060-11060881 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15分

TEL 0265-85-2290
（従業員数 19人 ）

正社員 20060-11106481 就業場所 長野県上伊那郡宮田村

不問 (1) 8時00分～16時45分

TEL 0265-98-2021
（従業員数 45人 ）

正社員 20060-10996681 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 20060-11005381 就業場所 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 0265-76-1488
（従業員数 4人 ）

正社員 20060-10930981 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
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

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

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）

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

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
大型改修工事企画施行

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
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

ヘアーメイク・着付け
（写真スタジオ） 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

巡回監査業務　税務申
告 月給

税理士法人　さくら中央会計

長野県上伊那郡宮田村１５７
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
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

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

病棟ケア業務
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
年齢不問 166,000円～

206,000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

9,000円～10,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 201,600円～
224,000円

梱包作業員
月給

北勢運送株式会社　長野営業
所

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１４
６１３－５６ 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

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
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
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
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
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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

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
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
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
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

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
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
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

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
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) 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

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

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

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

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

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

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１１６
３ 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

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

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

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

調理員
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 160,000円～

160,000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

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

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

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
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
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（３１年2月下旬本誌は平成30年12月に求人が提出された、                 
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○ハローワークインターネットサービス 
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                 https://www.hellowork.go.jp/ 

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
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）

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
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
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

介護（宅老所）
＊送迎を含む 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

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

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

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

組立作業員≪急募≫
時給

有限会社　シンセイ

長野県駒ヶ根市飯坂　２－４－１
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


