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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 0265-82-2744
（従業員数 12人 ）

正社員 20060- 2079091 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 0265-81-7162
（従業員数 13人 ）

正社員 20060- 2048991 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 0265-72-2714
（従業員数 37人 ）

正社員 20060- 2049491 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50分

TEL 0265-85-2280
（従業員数 35人 ）

正社員 20060- 2064991 就業場所
交替制あり

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-88-2260
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 2025791 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-82-5161
（従業員数 110人 ）

正社員 20060- 2026891 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 0265-78-3988
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 2002591 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 6時30分～17時00分

TEL 0265-94-2323
（従業員数 19人 ）

正社員 20060- 2004091 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- 1948391 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 0265-87-2211
（従業員数 39人 ）

正社員 20060- 1962591 就業場所

不問 (1) 8時20分～17時00分

TEL 0265-83-3758
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 1996591 就業場所

不問 (1) 8時20分～17時00分

TEL 0265-83-3758
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 1998091 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～18時00分

TEL 0265-83-3434
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 1922391 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- 1869991 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 0265-72-7147
（従業員数 16人 ）

正社員 20060- 1875391 就業場所

メッキ技術者
月給

株式会社駒ヶ根電化

長野県駒ヶ根市飯坂２－５－１０
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

成形機オペレーター≪
急募≫ 月給

有限会社　中川電子

長野県上伊那郡中川村片桐４５０１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 160,000円～

220,000円

コンクリート製品製造
工 月給

有限会社　山田鉄工

長野県上伊那郡宮田村５４５０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 200,000円～

235,000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

一般廃棄物収集、運搬
作業員 月給

有限会社　伊南環境センター

長野県駒ヶ根市赤穂１４－８６５
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

雇用・労災・
健康・厚生

212,000円～
250,000円

所在地・就業場所

廃品選別・整理工
月給

株式会社　金岡商店

長野県上伊那郡宮田村５４５０－５０

雇用期間の定めなし
年齢不問

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

ルート配送・セールス
月給

株式会社　木曽屋

長野県伊那市高遠町上山田７８
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
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
プレス金型工

月給

有限会社　赤穂製作所

長野県駒ヶ根市下平２９３５番地３４
３ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 181,050円～

181,050円
プレスオペレーター

月給

有限会社　赤穂製作所

長野県駒ヶ根市下平２９３５番地３４
３ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 181,050円～

181,050円
カーケアステーション
総合スタッフ（管理職
候補）

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 180,000円～

230,000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
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
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不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0265-83-7225
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 1878491 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- 1903591 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) 9時00分～18時00分

TEL 0265-71-3800
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 1796691 就業場所

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- 1807191 就業場所
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- 1809391 就業場所 長野県伊那市
変形（１年単位）

不問 (1) 8時15分～17時10分
(2) 6時00分～14時55分

TEL 0265-83-1138 (3)12時00分～20時55分
（従業員数 25人 ）

正社員 20060- 1836791 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- 1852791 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村 厚生年金基金

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- 1860491 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25分

TEL 0265-78-6651
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 1769091 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- 1732291 就業場所 厚生年金基金

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-79-3841
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 1660291 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20分～17時20分

TEL 0265-79-8041
（従業員数 46人 ）

正社員 20060- 1663091 就業場所

不問 (1)10時30分～19時30分

TEL 0265-74-8000
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 1680391 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- 1691491 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- 1692791 就業場所

機械組立・加工
月給

株式会社　タケガミ機械設計

長野県駒ヶ根市赤穂６９７の３
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
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
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

旅行受付・手配・企画
（本社） 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～
322,700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
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 180,000円～

250,000円
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
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
製造業（制御盤製作・
計装工事）及び電気工
事

月給

株式会社　Ａ・Ｍ・Ｃ

長野県上伊那郡南箕輪村２３６４
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 185,000円～

230,000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
板金加工機オペレー
ター　及び溶接・板金
加工

月給

有限会社サカエ鉄工所

長野県上伊那郡箕輪町大字東箕輪５２
３１－１ 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

営業職
月給

東京化工機株式会社

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４０１
７ー５０
南原工業団地

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～

300,000円
衣料品の販売

月給

有限会社　赤石

長野県伊那市西春近２７０３
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～

260,000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
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00分～17時00分

TEL 0265-96-0882
（従業員数 9人 ）

正社員 20060- 1625991 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 0265-83-8560
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 1636891 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-79-4155
（従業員数 12人 ）

正社員 20060- 1640691 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 0265-73-1323
（従業員数 16人 ）

正社員 20060- 1579491 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 0265-73-1323
（従業員数 16人 ）

正社員 20060- 1581591 就業場所

不問

TEL 0265-70-6665
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 1604591 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

TEL 0265-88-2033
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 1518391 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- 1529991 就業場所

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0265-86-8850
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 1540591 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- 1473991 就業場所

不問

TEL 0265-78-0002
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 1486591 就業場所 長野県伊那市

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- 1488091 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 0265-73-0313
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 1489391 就業場所
変形（１年単位）

不問

TEL 0265-83-3870
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 1379991 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 0265-83-3715
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 1404391 就業場所

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

調理
月給

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

雇用期間の定めなし
年齢不問 161,000円～

230,000円
6時00分～21時00分の間の8
時間程度

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

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

ホールスタッフ
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

9時00分～22時00分の間の8
時間程度

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

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

塗装工見習い
月給

オーエム内外吹付塗装

長野県駒ヶ根市東伊那５６６４－１
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
プレス工

月給

株式会社ヤハタ精工

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪４３
０５－３ 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～

230,000円
設計

月給

株式会社あっとホーム

長野県上伊那郡南箕輪村８９９８－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

300,000円
建築工事代人

月給

株式会社あっとホーム

長野県上伊那郡南箕輪村８９９８－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 185,000円～

305,000円
調理、接客

月給

有限会社信秀

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８０
５１－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 200,000円～
299,200円

10時00分～ 0時00分の間の8
時間程度

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
7時30分～21時00分の間の8
時間程度

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
ＣＮＣ旋盤のオペレー
ター
≪急募≫

月給

株式会社　コスモマシン

長野県上伊那郡飯島町飯島１０４５－
２ 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
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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- 1405691 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-78-7181
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 1423491 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～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-78-7181
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 1430991 就業場所 長野県伊那市
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- 1248991 就業場所 厚生年金基金

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- 1281491 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- 1204091 就業場所 長野県伊那市
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- 1223991 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- 1224491 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- 1019091 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30分

TEL 0265-78-4573
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 1026191 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- 1032891 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- 1034591 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

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- 1086391 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10分～17時10分

TEL 0265-81-5622
（従業員数 39人 ）

正社員 20060- 1089491 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- 1097491 就業場所 長野県駒ヶ根市

店頭スタッフ≪急募≫
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

検査作業員≪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

検査作業員
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

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

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

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

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 152,064円～
152,064円

プリント基板の露光作
業 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 152,064円～
152,064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 250,000円～

400,000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

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 190,000円～

210,000円

施工管理（アイフル
ホーム伊那店） 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

営業（アイフルホーム
伊那店） 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

給排水工事
月給

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

雇用期間の定めなし
年齢不問 220,000円～

370,000円


