
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

不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0266-41-1621
（従業員数 35人 ）

正社員 20060-  984591 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-96-7789
（従業員数 3人 ）

正社員 20060-  990891 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10分

TEL 0265-96-0191
（従業員数 77人 ）

正社員 20060-  949891 就業場所

不問 (1)10時00分～19時00分

TEL 0265-82-7701
（従業員数 4人 ）

正社員 20060-  955491 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-  957891 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 0265-81-6163
（従業員数 4人 ）

正社員 20060-  962991 就業場所 長野県駒ヶ根市
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～20時00分

TEL 0265-73-5995
（従業員数 2人 ）

正社員 20060-  939491 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 8時25分～17時15分

TEL 0265-82-2571
（従業員数 29人 ）

正社員 20060-  902091 就業場所
変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～17時05分

TEL 0265-88-3852
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-  925291 就業場所

不問 (1)10時00分～14時00分
(2)17時00分～22時00分

TEL 0265-96-0848
（従業員数 2人 ）

正社員 20060-  926591 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 0265-79-7678
（従業員数 10人 ）

正社員 20060-  852291 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-  854191 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) 8時00分～17時00分

TEL 0265-71-6789
（従業員数 10人 ）

正社員 20060-  857691 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) 9時15分～17時00分

TEL 0265-72-7445
（従業員数 23人 ）

正社員 20060-  858991 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 0265-83-3331
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-  865691 就業場所 厚生年金基金

印刷（オペレーター）
月給

株式会社　宮澤印刷

長野県駒ヶ根市赤穂４２９５
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

調理・配達
月給

株式会社黒河内（坂本）

長野県伊那市富県４７６１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 180,000円～

230,000円
又は 9時00分～20時00分の
間の8時間

土木建設業務
月給

株式会社　向日葵興業

長野県駒ヶ根市下平６６７－３３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 216,000円～

432,000円

組立作業（二重床の支
持脚） 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

ａｕショップスタッフ
月給

株式会社　エー・アンド・ア
イ
ａｕショップ駒ヶ根

長野県駒ヶ根市赤穂１５６８
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 210,000円～

280,000円

生産技術（設備導入立
ち上げ） 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８６７３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 220,000円～

350,000円

製造・技術
月給

創和テック株式会社

長野県伊那市日影４１４－１　エター
ナルアイ２０１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 220,000円～
280,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

160,000円～
210,000円

所在地・就業場所

表面処理
月給

旭精工　株式会社

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１５８
７

雇用期間の定めなし
年齢不問

鉄線加工
月給

株式会社　クマガイメッシュ

長野県上伊那郡中川村片桐６５１２－
２３９ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 180,000円～
280,000円

ラーメン調理補助
月給

有限会社　ビューテック　凌
駕　ＥＢＩＳＵ

長野県伊那市福島１５５－１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 190,000円～

250,000円
精密機械部品加工

月給
有限会社セントラルハイテッ
ク

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪４２
３７－７ 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

道路区画線作業員
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
営業

月給
株式会社　ノーベル　長野営
業所

長野県上伊那郡南箕輪村８３０４番地
２１２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 163,000円～
302,700円

商工会議所共済／商工
会共済・福祉制度推進
スタッフ

月給
アクサ生命保険株式会社　伊
那営業所

長野県伊那市中央４６０５－８　伊那
商工会館４Ｆ 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

配管技術者
月給

株式会社コマセツエイト

長野県駒ヶ根市上穂北２３－１
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～

380,000円
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普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時20分

TEL 0265-72-3704
（従業員数 17人 ）

正社員 20060-  872391 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 0266-41-5588
（従業員数 2人 ）

正社員 20060-  876791 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 0265-88-3911
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-  889091 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-2934
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-  807391 就業場所

不問 (1)14時00分～21時00分

TEL 0265-98-7163
（従業員数 7人 ）

正社員 20060-  826491 就業場所

不問

TEL 0265-72-0070
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-  829291 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-  835791 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) 9時00分～18時00分

TEL 0265-79-4300
（従業員数 6人 ）

正社員 20060-  842491 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時10分

TEL 0265-86-5862
（従業員数 31人 ）

正社員 20060-  713891 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時25分～17時15分

TEL 0265-79-1301
（従業員数 254人 ）

正社員 20060-  737991 就業場所 確定給付年金

不問 (1) 8時30分～17時15分
(2)18時00分～ 2時45分

TEL 0265-70-8075
（従業員数 34人 ）

正社員 20060-  744691 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 0265-96-2788
（従業員数 4人 ）

正社員 20060-  747791 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 0265-98-5388
（従業員数 12人 ）

正社員 20060-  753991 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 0265-81-1611
（従業員数 1人 ）

正社員 20060-  645191 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 0265-79-2218
（従業員数 53人 ）

正社員 20060-  648691 就業場所 厚生年金基金

測量技術者
月給

株式会社　北測

長野県伊那市西春近下島２８７５－３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 175,000円～

250,000円
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

土木作業員
日給

株式会社　ミヤックス

長野県上伊那郡中川村片桐６３８
雇用・労災・
健康・厚生

8,000円～11,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 184,000円～
253,000円

一般廃棄物収集運搬
【有期実習型訓練】 月給

株式会社公害技術センター

長野県伊那市西町６２５６
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 220,000円～

220,000円
塾副室長（室長候補）

時給
個別指導塾　アイビー　尾崎
一哉

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８９
４０－１

労災
1,100円～1,360円

雇用期間の定めなし
年齢不問 137,500円～

170,000円
調理・調理補助

月給
焼肉・韓国料理　ほうせん
（株式会社　ほうせん）

長野県伊那市山寺１９２３
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
10時00分～23時00分の間の8
時間

林業関係機械修理【伊
那支店】≪急募≫ 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
タイヤの販売・交換・
納品・
修理・加工など

月給

株式会社　信州輸入タイヤ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪３０
１０－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 210,000円～
210,000円

組立・検査
月給

株式会社　　フクシマ

長野県上伊那郡飯島町飯島３８５６－
１５ 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
営業

月給

株式会社伸光製作所

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１２
２３８ 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～

195,000円
製品洗浄

時給

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
1,000円～1,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問 168,000円～

168,000円
土木作業員

日給

有限会社　藤澤建設

長野県伊那市高遠町藤沢４５８７
雇用・労災・
健康・厚生

7,000円～13,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 154,000円～
286,000円

自動車用品取付
月給

日本梱包運輸倉庫株式会社
松本営業所伊那出張所

上伊那郡南箕輪村９６９１－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 177,000円～

177,000円
自動車の修理・整備・
販売 月給

株式会社　キガサワ

長野県駒ヶ根市赤穂１５２２－４
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 133,434円～

181,400円
管更生作業員

日給

浅川建設工業株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１
３６３－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形12,000円～18,000

円雇用期間の定めなし
年齢不問 264,000円～

396,000円
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普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-85-4751
（従業員数 10人 ）

正社員 20060-  662091 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-83-1445
（従業員数 18人 ）

正社員 20060-  675791 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 0265-71-3800
（従業員数 50人 ）

正社員 20060-  679191 就業場所

不問 (1) 8時20分～17時15分

TEL 0265-86-3175
（従業員数 46人 ）

正社員 20060-  599291 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 0266-41-1520
（従業員数 14人 ）

正社員 20060-  604391 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 0265-86-2610
（従業員数 37人 ）

正社員 20060-  610191 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-86-5209
（従業員数 6人 ）

正社員 20060-  633891 就業場所

不問 (1) 8時00分～16時50分

TEL 0265-85-3150
（従業員数 69人 ）

正社員 20060-  551691 就業場所 長野県上伊那郡宮田村 確定拠出年金
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-82-3011
（従業員数 6人 ）

正社員 20060-  557591 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～16時50分

TEL 0265-85-4446
（従業員数 75人 ）

正社員 20060-  588491 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

不問 (1) 8時15分～17時30分

TEL 0265-72-6382
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-  485591 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-4628
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-  473491 就業場所

不問 (1) 8時30分～18時00分
普通自動車免許一種

TEL 0265-78-7181
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-  424491 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時30分～18時30分
(2) 8時30分～12時00分

TEL 0265-72-7767
（従業員数 4人 ）

正社員 20060-  399091 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 7時30分～16時05分

TEL 0265-72-2013
（従業員数 21人 ）

正社員 20060-  412091 就業場所

吹付塗装工　又は　見
習い 日給

株式会社　中央塗装

長野県上伊那郡宮田村６１１１番地８
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 175,800円～
226,000円

製造技術
月給

株式会社　トーワ

長野県駒ヶ根市赤穂７８２０－８
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～

220,000円
バス運行管理事務全般

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 205,000円～
322,700円

金属加工の補助及び検
査 月給

株式会社　ナンシン

長野県上伊那郡飯島町飯島７３９
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
品質管理業務

月給

坂本屋生コン株式会社

長野県上伊那郡辰野町大字赤羽３８６
番地 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 190,000円～
270,000円

プラント設備の製造・
組立 月給

有限会社　泰和工業

長野県上伊那郡飯島町飯島２６０
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
加工、組立

時給

有限会社　信英精密

長野県上伊那郡飯島町田切３２３９－
１５１ 雇用・労災・

健康・厚生
821円～1,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問 134,890円～

164,300円
機械設計

月給

タカノ株式会社

長野県上伊那郡宮田村１３７
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 202,000円～

400,000円
営業スタッフ

月給

株式会社ミコマ技研

長野県駒ヶ根市下平８７４－１２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 195,000円～

220,000円
生産管理業務

月給

株式会社テーケー

長野県上伊那郡宮田村９３－１
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～

190,000円
電気工事士

月給

大光電気　株式会社

長野県伊那市中央５１３６－１
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～

303,000円
一般事務

月給

株式会社　伊那北工機

長野県上伊那郡南箕輪村６２０５
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 157,000円～

167,000円
施工管理（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 250,000円～

400,000円
歯科医院受付

月給

おおがや歯科医院　小池雄哉

長野県伊那市大字西箕輪６８２１番地
雇用・労災・
健康

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

160,000円
菓子製造

月給

有限会社　石川

長野県伊那市荒井　１１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 144,200円～

200,000円
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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-  333391 就業場所
交替制あり

不問 (1) 5時00分～14時00分
(2)13時00分～22時00分

TEL 0265-86-4254
（従業員数 31人 ）

正社員 20060-  360791 就業場所
特定曜日のみ(2)(3) 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～18時00分
(2) 9時00分～15時00分

TEL 0265-74-8370
（従業員数 4人 ）

正社員 20060-  198091 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35分～18時35分

TEL 0265-78-2468
（従業員数 22人 ）

正社員 20060-  214791 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-78-6230
（従業員数 39人 ）

正社員 20060-  226191 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 0265-79-2554
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-  258891 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 0265-98-8522
（従業員数 33人 ）

正社員 20060-  266891 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 0265-78-9010
（従業員数 28人 ）

正社員 20060-  143891 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 0265-81-6800
（従業員数 18人 ）

正社員 20060-  162591 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-82-5959
（従業員数 60人 ）

正社員 20060-  163191 就業場所 長野県駒ヶ根市 確定拠出年金
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-98-6752
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-    3791 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時10分

TEL 0265-72-2474
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-   29891 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-   30191 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 0265-72-3862
（従業員数 13人 ）

正社員 20060-   33691 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 0265-85-2471
（従業員数 7人 ）

正社員 20060-   40391 就業場所 厚生年金基金

土木作業員
日給

株式会社　南田建設

長野県上伊那郡宮田村１４６７
雇用・労災・
健康・厚生10,000円～13,000

円雇用期間の定めなし
年齢不問 225,000円～

292,500円

電気設備工事
月給

株式会社伊那エンジニアリン
グ

長野県伊那市上の原６１１２－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

190,000円

墓石・石塔等の販売、
営業 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

電気工事業
月給

有限会社　林電機商会

長野県伊那市御園１７９番地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～

350,000円

機械の組立及び電気回
路調整 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 168,000円～
290,000円

トリミング作業者
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
補聴器販売員

月給

南信ヒヤリング株式会社

長野県伊那市中央５０７９－１　宮下
ビル１階 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 175,000円～
250,000円

自動車整備
月給

有限会社　トモエ自動車商会

長野県伊那市中央４５０９－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

380,000円
営業社員

月給
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・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 200,000円～

225,000円
会計事務

月給

税理士法人りんどう会計

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪８３４０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 145,000円～

200,000円
事務及び営業≪急募≫

月給

清水解体工業　株式会社

長野県伊那市西春近小屋敷６３８－１
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
土木・建築現場作業員

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 250,000円～

320,000円
電気制御設計

月給

有限会社ワイ・ケイ・シイ

長野県駒ヶ根市中沢２５１２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 200,000円～

350,000円
研削機械のオペレータ

月給

株式会社ヨシオカ

長野県駒ヶ根市下平２９３４－５７７
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
厨房スタッフ・レスト
ランホールスタッフ 月給

株式会社　フィールドアン
ジェリカ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１
２９９－１ 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

6時00分～22時00分の間の8
時間程度


