
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 0265-81-1372
（従業員数 4人 ）

有期雇用派遣 20060- 3428291 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

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-82-2973
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 3445591 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 普通自動車免許一種

TEL 0266-41-2010
（従業員数 260人 ）

正社員 20060- 3446191 就業場所
保健師

不問 (1) 8時30分～17時15分 介護支援専門員
普通自動車免許一種

TEL 0265-72-2104
（従業員数 4人 ）

正社員以外 20060- 3362891 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
変形（１ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1) 9時30分～18時30分 准看護師
普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-77-0350
（従業員数 81人 ）

正社員 20060- 3367391 就業場所 長野県駒ヶ根市
変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 (1) 9時30分～18時30分 准看護師
普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-77-0350
（従業員数 81人 ）

正社員以外 20060- 3368691 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) 9時00分～18時00分

TEL 0265-77-0350
（従業員数 46人 ）

正社員以外 20060- 3378491 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 8時25分～17時25分

TEL 0265-70-7827
（従業員数 26人 ）

正社員 20060- 3380591 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-77-0350
（従業員数 81人 ）

正社員以外 20060- 3382091 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) 9時00分～18時00分

TEL 0265-77-0350
（従業員数 54人 ）

正社員以外 20060- 3383391 就業場所 長野県伊那市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-77-0350
（従業員数 124人 ）

正社員以外 20060- 3384691 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

38歳以下 (1) 8時20分～17時40分 中型自動車免許一種

TEL 0265-72-7285
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 3385991 就業場所 長野県諏訪市

不問 (1) 8時10分～17時00分

TEL 0265-78-0301
（従業員数 40人 ）

正社員 20060- 3390091 就業場所
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時10分～17時00分

TEL 0265-78-0301
（従業員数 38人 ）

正社員 20060- 3391391 就業場所

事務職員（千寿園）
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

990円～1,080円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 172,368円～

187,056円
事務職員（大萱の
里）

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

990円～1,080円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 172,368円～

187,056円

事務職員（かたくリ
の里）

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

990円～1,080円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 172,368円～

187,056円
制御設計及び制御盤
設計

月給
株式会社　神戸製作所
伊那工場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１４０１７－３０ 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～

400,000円

看護職員（千寿園）
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 183,000円～

321,000円
看護職員（千寿園）

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

1,400円～1,520円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 241,980円～

261,564円

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 190,000円～

200,000円

経理・総務事務≪急
募≫

月給

雇用・公災・
健康・厚生

8,200円～10,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 164,000円～

200,000円

保健師又は介護支援
専門員

日給

南箕輪村役場

長野県上伊那郡南箕輪村４８２５
番地１

所在地・就業場所

事務
時給

株式会社　ナオス

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４

株式会社コスモワーク

長野県上伊那郡辰野町伊那富８６
０１

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
201,000円～
250,000円

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 163,200円～

163,200円
営業アシスタント

月給
有限会社　松本プラス
チック製作所

長野県駒ヶ根市赤穂１４７４４－
３ 雇用・労災・

健康・厚生

事務職員（サンハー
ト美和）

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

990円～1,080円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 172,368円～

187,056円
レンタル機材の修理
点検／来客の対応

月給

フジヤ機工　株式会社

長野県上伊那郡南箕輪村神子柴７
４０８－１ 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
220,000円～
260,000円

メカ設計
月給

株式会社　テクノ

長野県伊那市野底８５２２－１
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～

300,000円
専用工作機械のハー
ド＆ソフト設計
（シーケンサー制
御）

月給

株式会社　テクノ

長野県伊那市野底８５２２－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 150,000円～

300,000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31年4月15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（4／5～4／11） ○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

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-73-3131
（従業員数 70人 ）

正社員 20060- 3392691 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 0265-73-3131
（従業員数 70人 ）

正社員 20060- 3394491 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 0266-44-1011
（従業員数 7人 ）

正社員以外 20060- 3396891 就業場所
メディクラーク２級

40歳以下 (1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～12時00分

TEL 0265-82-3522
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 3398591 就業場所
看護師

不問 (1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～12時30分

TEL 0265-82-3522
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 3399191 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- 3406391 就業場所 長野県上伊那郡宮田村 確定拠出年金

不問 (1) 8時00分～16時50分

TEL 0265-85-3150
（従業員数 70人 ）

正社員 20060- 3407691 就業場所 確定拠出年金
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0266-43-3222
（従業員数 24人 ）

正社員 20060- 3413091 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 24人 ）

正社員 20060- 3414391 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 0265-82-3011
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 3420191 就業場所 厚生年金基金

18歳～45
歳

(1) 8時15分～17時00分
(2)17時00分～ 1時00分

TEL 0265-76-6100 (3) 1時00分～ 8時30分
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 3422391 就業場所 長野県伊那市
看護師

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- 3328791 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-78-4331
（従業員数 24人 ）

正社員 20060- 3338291 就業場所
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- 3342991 就業場所

経理事務
月給

株式会社信州伊那国際
ゴルフクラブ

長野県伊那市西箕輪３３５０
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～

250,000円
フロント係

月給
株式会社信州伊那国際
ゴルフクラブ

長野県伊那市西箕輪３３５０
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～

230,000円
支援員

月給 社会福祉法人長野県社
会福祉事業団　
辰野町障がい者就労支
援センター

上伊那郡辰野町大字伊那富２６８
０番地１号 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 155,288円～

155,288円
医療事務及び受付

月給
神戸医院　　神戸　正
博

長野県駒ヶ根市上穂栄町２－３１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
150,000円～
200,000円

看護師（医療関係）
月給

神戸医院　　神戸　正
博

長野県駒ヶ根市上穂栄町２－３１
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
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
生産技術（電装設
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
機械設計技術者

月給
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

雇用期間の定めなし
年齢不問 246,000円～

340,000円
電気設計技術者

月給
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

雇用期間の定めなし
年齢不問 246,000円～

340,000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
ビル総合管理

月給

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

雇用期間の定めなし
省令２号 210,000円～

270,000円
デイケア看護師

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

雇用期間の定めなし
年齢不問 205,000円～

210,000円
浄化槽・下水道施設
の点検業務

月給

株式会社　五十鈴

長野県伊那市西春近５８３６－１
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～

280,000円
品質保証・管理・経
営管理（業務）

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 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

40歳以下 (1) 8時00分～17時30分 電気工事士（第１種）

電気工事士（第２種）

TEL 0265-72-2540
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 3346291 就業場所
土木施工管理技士２級

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 測量士
普通自動車免許一種

TEL 0265-96-2788
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 3358391 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～18時00分 高圧ガス販売主任２種

TEL 0265-83-3434
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 3360491 就業場所 長野県駒ヶ根市
交替制あり 薬剤師

40歳以下 (1) 8時30分～17時00分
(2) 9時00分～17時30分

TEL 0265-72-5858 (3) 9時45分～18時15分
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 3302491 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 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-83-2111
（従業員数 31人 ）

正社員以外 20060- 3306591 就業場所

45歳以下 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-94-4131
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 3307191 就業場所

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-79-4567
（従業員数 58人 ）

正社員 20060- 3312291 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１級

土木施工管理技士２級

TEL 0265-76-5010
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 3318991 就業場所
理学療法士

不問 (1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～13時00分

TEL 0265-70-8080
（従業員数 18人 ）

正社員 20060- 3320291 就業場所
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

TEL 0265-81-6060
（従業員数 200人 ）

正社員 20060- 3192791 就業場所 確定給付年金
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

TEL 0265-81-6060
（従業員数 17人 ）

正社員 20060- 3194291 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

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-81-6060
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 3195591 就業場所 長野県上伊那郡辰野町 確定給付年金
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

TEL 0265-81-6060
（従業員数 200人 ）

正社員 20060- 3204691 就業場所 確定給付年金
裁量 建築士（１級）

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 建築士（２級）
普通自動車免許一種

TEL 0265-81-6060
（従業員数 200人 ）

正社員 20060- 3205991 就業場所 確定給付年金

電気工事現場代理人
補助

月給

宮原電気工事株式会社

長野県伊那市中央　４４９９
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
170,000円～
250,000円

現場代理人
月給

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

雇用期間の定めなし
省令１号 180,000円～

350,000円
ＬＰガス保安業務

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～

350,000円
薬剤師業務

月給
一般社団法人　上伊那
薬剤師会

長野県伊那市日影９
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
220,600円～
300,000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
組立・検査　

月給
東京エレクトロン株式
会社　高遠工場

長野県伊那市高遠町上山田６０２
－３ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号
のイ

150,000円～
180,000円

設備保全
月給

久保田工業　株式会社

上伊那郡箕輪町大字東箕輪４５８
０ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 200,000円～
250,000円

現場代理人及び土木
作業員

月給
有限会社　大島緑地
アート

長野県上伊那郡南箕輪村田畑５９
９４－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 280,000円～
350,000円

理学療法士
月給

医療法人骨っ子元気
芦澤整形外科

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１２２０５－２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 215,000円～
215,000円

建築施工管理
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 303,900円～

401,900円
建築施工管理（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 303,900円～

401,900円
建築施工管理（辰野
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 303,900円～

401,900円
土木施工管理

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 303,900円～

401,900円
建築設計

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 310,900円～

408,900円
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裁量 建築士（１級）
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 建築士（２級）

普通自動車免許一種

TEL 0265-81-6060
（従業員数 21人 ）

正社員 20060- 3207791 就業場所 長野県伊那市 確定給付年金
裁量 建築士（１級）

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 建築士（２級）
普通自動車免許一種

TEL 0265-81-6060
（従業員数 21人 ）

正社員 20060- 3208891 就業場所 長野県上伊那郡辰野町 確定給付年金
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0266-44-1551
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 3209291 就業場所 長野県上伊那郡辰野町 厚生年金基金
変形（１年単位）

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許一種

TEL 0265-81-6060
（従業員数 200人 ）

正社員 20060- 3211391 就業場所 確定給付年金
変形（１年単位） 電気工事施工管理１級

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

TEL 0265-81-6060
（従業員数 62人 ）

正社員 20060- 3232291 就業場所 長野県駒ヶ根市 確定給付年金
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

TEL 0265-81-6060
（従業員数 62人 ）

正社員 20060- 3233591 就業場所 長野県駒ヶ根市 確定給付年金
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

TEL 0265-81-6060
（従業員数 62人 ）

正社員 20060- 3235091 就業場所 長野県駒ヶ根市 確定給付年金
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

TEL 0265-81-6060
（従業員数 62人 ）

正社員 20060- 3237691 就業場所 長野県駒ヶ根市 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30分～17時10分

TEL 0265-96-0191
（従業員数 77人 ）

正社員 20060- 3246991 就業場所
臨床検査技師

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-76-7087
（従業員数 32人 ）

正社員 20060- 3250191 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時45分

TEL 0265-76-2121
（従業員数 39人 ）

正社員 20060- 3255491 就業場所
変形（１ヶ月単位） 管理栄養士

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-94-1181
（従業員数 82人 ）

正社員 20060- 3257891 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-72-8861
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 3262991 就業場所
普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時30分～17時10分

TEL 0265-79-3280
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 3265891 就業場所

営業
月給

株式会社　クラフト小
松

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１４２２６－１ 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

土木管理者・作業員
（未経験者歓迎）

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 250,000円～
350,000円

管理栄養士
月給

社会福祉法人高遠さく
ら福祉会

長野県伊那市高遠町勝間２２０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 190,000円～

236,000円

企画営業　（本社）
月給

アド・コマーシャル株
式会社

長野県伊那市西春近３０１０－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 210,700円～

297,000円

臨床検査技師
月給

菜の花マタニティクリ
ニック　鈴木　昭久

長野県伊那市日影３８０－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 207,000円～

247,000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８６
７３ 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

制御系ソフトウェア
設計

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 282,900円～

386,900円

建築設計（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 310,900円～

408,900円
建築設計（辰野支
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 310,900円～

408,900円
事務・受付

月給

株式会社　赤坂ホンダ

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１
７２６ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号
のイ

167,000円～
200,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 282,900円～

386,900円

建築積算技術者
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 300,900円～

408,900円

制御盤設計
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 282,900円～

386,900円

機械設計技術者
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 282,900円～

386,900円

電気通信工事施工管
理

月給

株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町２２－１
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臨床工学技士
18歳以上 (1) 7時00分～15時30分

(2)15時00分～23時30分
TEL 0265-79-1749

（従業員数 260人 ）
正社員 20060- 3267591 就業場所

介護支援専門員
64歳以下 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0266-41-1111
（従業員数 36人 ）

正社員以外 20060- 3271491 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 2人 ）

有期雇用派遣 20060- 3288691 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 2人 ）

有期雇用派遣 20060- 3289991 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時30分～17時20分

TEL 0265-72-0111
（従業員数 124人 ）

正社員 20060- 3294091 就業場所

35歳以下 (1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～12時30分

TEL 0265-74-7166 (3) 8時30分～18時30分
（従業員数 9人 ）

正社員 20060- 3295391 就業場所

受付及び医療事務
月給

医療法人　アイセン
ター（富士眼科医院）

長野県伊那市狐島４２５８－３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
150,000円～
250,000円

自社商品の設計開発
業務

月給

株式会社　ハーモ

長野県上伊那郡南箕輪村４１２４
－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
204,000円～
258,800円

品質管理
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） 年齢不問 176,400円～

176,400円

生産管理
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） 年齢不問 176,400円～

176,400円

主任介護支援専門員
（主任ケアマネー
ジャー）

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 210,000円～

210,000円

臨床工学技士
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 195,800円～

372,400円
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美容師
不問 (1)10時00分～19時00分

TEL 0265-82-2708
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 3438191 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時20分～17時00分

TEL 0265-72-6616
（従業員数 166人 ）

正社員 20060- 3441491 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時30分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

(2)10時30分～19時00分
TEL 0265-76-2080

（従業員数 5人 ）
正社員以外 20060- 3444291 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

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-82-2973
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 3445591 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時30分～18時55分 普通自動車免許一種

TEL 0265-71-5611
（従業員数 11人 ）

正社員以外 20060- 3448391 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-79-5949
（従業員数 23人 ）

正社員 20060- 3365191 就業場所
変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

59歳以下 (1) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修

(2) 9時30分～18時30分 普通自動車免許一種

TEL 0265-77-0350 (3)11時30分～20時30分
（従業員数 81人 ）

正社員 20060- 3370891 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

18歳以上 (1) 7時00分～16時00分
(2) 9時30分～18時30分

TEL 0265-77-0350 (3)11時30分～20時30分
（従業員数 81人 ）

正社員以外 20060- 3371291 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

18歳以上 (1) 6時30分～15時30分
(2)10時00分～19時00分

TEL 0265-77-0350 (3)17時15分～10時15分
（従業員数 46人 ）

正社員以外 20060- 3372591 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

59歳以下 (1) 6時30分～15時30分 普通自動車免許一種

(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 94人 ）
正社員 20060- 3373191 就業場所 長野県伊那市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 6時30分～15時30分
(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 94人 ）

正社員以外 20060- 3374091 就業場所 長野県伊那市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 6時45分～15時45分
(2) 9時30分～18時30分

TEL 0265-77-0350 (3)10時30分～19時30分
（従業員数 52人 ）

正社員 20060- 3375391 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 6時45分～15時45分
(2) 9時30分～18時30分

TEL 0265-77-0350 (3)10時30分～19時30分
（従業員数 52人 ）

正社員以外 20060- 3376691 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 6時30分～15時30分
(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 124人 ）

正社員以外 20060- 3377991 就業場所 長野県伊那市

介護職員（サンハー
ト美和）

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

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（みのわ
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

970円～1,130円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 197,304円～

243,416円

介護職員（みのわ
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

雇用期間の定めなし
省令１号 189,000円～

239,000円

介護職員（みさや
ま）

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

970円～1,130円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 197,304円～

243,416円

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

200,000円
施設管理業務

月給

株式会社イナリサーチ

長野県伊那市西箕輪２１４８－１
８８ 雇用・労災・

健康・厚生

所在地・就業場所

美容師
月給

ｎ－ｗｅｓｔ　平澤
直也

長野県駒ヶ根市経塚１－１４

株式会社グレース

長野県伊那市東春近２０７

雇用期間の定めなし
年齢不問 215,000円～

320,000円

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 155,000円～

155,000円

商品案内・受付
月給

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
201,000円～
250,000円

営業アシスタント
月給

有限会社　松本プラス
チック製作所

長野県駒ヶ根市赤穂１４７４４－
３

営業
月給

株式会社　信州ハウジ
ング

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１１３７７ 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～

260,016円

店舗管理全般　買取
業務　商品販売　陳
列スタッフ

月給
青山商事株式会社　セ
カンドストリート伊那
店

長野県伊那市中央５１６８－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 180,900円～

180,900円

介護職員（千寿園）
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

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（千寿園）
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（みさや
ま）

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（かたくり
の里）

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

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

℡ 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31年4月15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（4／5～4／11） ○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

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-73-3131
（従業員数 70人 ）

正社員 20060- 3392691 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 0265-73-3131
（従業員数 70人 ）

正社員 20060- 3393991 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 0265-73-3131
（従業員数 70人 ）

正社員 20060- 3394491 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 0265-82-3011
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 3420191 就業場所 厚生年金基金

18歳～45
歳

(1) 8時15分～17時00分
(2)17時00分～ 1時00分

TEL 0265-76-6100 (3) 1時00分～ 8時30分
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 3422391 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-76-6100
（従業員数 6人 ）

正社員以外 20060- 3423691 就業場所
美容師

44歳以下 (1) 9時00分～19時00分

TEL 0265-72-3497
（従業員数 2人 ）

正社員 20060- 3329891 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-74-7744
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 3335491 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村

18歳以上

TEL 0265-79-2267
（従業員数 12人 ）

正社員 20060- 3336791 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 6時30分～15時30分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-82-5353 (3)11時00分～20時00分
（従業員数 15人 ）

正社員以外 20060- 3337891 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-78-4331
（従業員数 24人 ）

正社員 20060- 3338291 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 介護福祉士
ホームヘルパー２級

TEL 0266-43-2855
（従業員数 25人 ）

正社員 20060- 3348191 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 7時30分～17時00分

TEL 0265-73-9533
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 3351491 就業場所 厚生年金基金
変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

18歳以上 (1) 6時30分～15時00分
(2) 8時30分～17時00分

TEL 0265-89-1230 (3)12時30分～21時00分
（従業員数 42人 ）

正社員 20060- 3321591 就業場所

介護職（生協総合ケ
アセンターいいじ
ま）

月給
上伊那医療生活協同組
合　生協総合ケアセン
ターいいじま

長野県上伊那郡飯島町飯島２０５
０－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令２号 157,000円～

254,000円

営業
月給

株式会社　信州ウェイ
スト

長野県伊那市西春近５８０６
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
220,000円～
400,000円

障がい者自立支援事
業の運営・
直接支援業務

月給
ＮＰＯ法人・特定非営
利活動法人　ＣｏＣｏ

長野県上伊那郡辰野町大字赤羽２
６５番地１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 163,000円～
186,650円

浄化槽・下水道施設
の点検業務

月給

株式会社　五十鈴

長野県伊那市西春近５８３６－１
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～

280,000円

介護全般（グループ
ホーム）

時給
サングリーン株式会社
たのしや駒ヶ根

長野県駒ヶ根市赤穂４４９２－１
雇用・労災・
健康・厚生

830円～1,100円
雇用期間の定めなし

省令２号 142,096円～
188,320円

店長・副店長候補
月給

セブンイレブン（株式
会社Ｔ－ＰＬＵＳ）

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
９９０９番地１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令２号 165,000円～
240,000円

 0時00分～23時59分の
間の8時間

調理スタッフ
月給

海華丸　小松　希代子

上伊那郡南箕輪村三本木原
８３０４－２２３

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 250,000円～

250,000円
 9時00分～22時00分の
間の7時間

美容師
月給

たばた美容室　田畑ユ
キエ

長野県伊那市荒井３４７４－８

雇用・労災

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
155,465円～
250,000円

営業・業務サービス
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～8,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問 178,400円～

178,400円

ビル総合管理
月給

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

雇用期間の定めなし
省令２号 210,000円～

270,000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

フロント係
月給

株式会社信州伊那国際
ゴルフクラブ

長野県伊那市西箕輪３３５０
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～

230,000円

レストラン　ホール
スタッフ

月給
株式会社信州伊那国際
ゴルフクラブ

長野県伊那市西箕輪３３５０
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～

230,000円

経理事務
月給

株式会社信州伊那国際
ゴルフクラブ

長野県伊那市西箕輪３３５０
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～

250,000円
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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

TEL 0265-81-6060
（従業員数 200人 ）

正社員 20060- 3213991 就業場所 長野県駒ヶ根市 確定給付年金
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

TEL 0265-81-6060
（従業員数 17人 ）

正社員 20060- 3214491 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

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-81-6060
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 3215791 就業場所 長野県上伊那郡辰野町 確定給付年金
普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時45分～17時30分

TEL 0265-78-9708
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 3222491 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

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- 3223791 就業場所 確定給付年金
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
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-81-6060
（従業員数 17人 ）

正社員 20060- 3224891 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

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 8人 ）

正社員 20060- 3225291 就業場所 長野県上伊那郡辰野町 確定給付年金
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳～64
歳

(1) 8時00分～17時00分
(2)21時00分～ 6時00分

TEL 0265-76-3908
（従業員数 25人 ）

正社員以外 20060- 3236391 就業場所 長野県伊那市

不問

TEL 0265-72-0070
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 3252391 就業場所 長野県伊那市

18歳以上

TEL 0265-72-0070
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 3253691 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30分

TEL 0265-78-5571
（従業員数 17人 ）

正社員 20060- 3254991 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45分

TEL 0265-76-2121
（従業員数 39人 ）

正社員 20060- 3255491 就業場所
ホームヘルパー２級

不問 (1) 7時00分～16時00分
(2)10時30分～19時30分

TEL 0265-94-1181 (3)12時00分～21時00分
（従業員数 93人 ）

正社員以外 20060- 3258291 就業場所 長野県伊那市
変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

18歳以上 (1) 7時00分～16時00分
(2)12時00分～21時00分

TEL 0265-94-1181 (3)21時00分～ 6時00分
（従業員数 93人 ）

正社員 20060- 3259591 就業場所

介護
月給

社会福祉法人高遠さく
ら福祉会

長野県伊那市高遠町勝間２２０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号 155,000円～

180,000円

介護
時給

社会福祉法人高遠さく
ら福祉会

長野県伊那市高遠町勝間２２０
雇用・労災・
健康・厚生・
財形821円～900円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 140,555円～

154,080円

企画営業　（本社）
月給

アド・コマーシャル株
式会社

長野県伊那市西春近３０１０－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 210,700円～

297,000円

営業
月給

有限会社　中央物産

長野県伊那市山寺１５７９
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

接客・サービス全般
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
省令３号

のイ
180,000円～
200,000円

10時00分～22時30分の
間の8時間程度

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 190,000円～

230,000円
10時00分～23時00分の
間の8時間

（準）交通誘導警備
日給

株式会社　全日警サー
ビス長野　伊那営業所

伊那市西春近２９１６－１　長野
日報ビル１Ｆ 雇用・労災・

健康・厚生
7,000円～8,000円

雇用期間の定めなし
省令２号 151,200円～

172,800円

住宅提案営業（辰野
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 268,900円～

346,900円

住宅提案営業（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 268,900円～

346,900円

住宅提案営業
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 268,900円～

346,900円

ルートセールス≪急
募≫

月給
株式会社サニクリーン
甲信越　伊那営業所

長野県伊那市境１４０９
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
171,000円～
202,700円

企画開発営業（辰野
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 268,900円～

346,900円

企画開発営業（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 268,900円～

346,900円

企画開発営業
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 268,900円～

346,900円
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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31年4月15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（4／5～4／11） ○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15分

TEL 0265-78-3514
（従業員数 13人 ）

正社員 20060- 3260391 就業場所
普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時30分～17時10分

TEL 0265-79-3280
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 3265891 就業場所
調理師

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0266-41-1111
（従業員数 132人 ）

正社員以外 20060- 3272791 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
変形（１年単位）

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-83-3107
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 3282891 就業場所 長野県駒ヶ根市

調理係
月給

中央アルプス観光株式
会社

長野県駒ヶ根市赤穂７５９－４８
９ 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
169,600円～
222,860円

給食調理員
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） 年齢不問 154,000円～

162,000円

営業
月給

株式会社　クラフト小
松

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１４２２６－１ 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

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



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

18歳以上 (1)15時30分～ 0時30分
(2)23時30分～ 8時00分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 5人 ）

有期雇用派遣 20060- 3429591 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
交替制あり

18歳以上 (1)13時00分～22時00分

TEL 0265-96-0730
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 3431691 就業場所

不問 (1) 8時15分～17時10分

TEL 0265-71-7051
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060- 3435891 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
普通自動車免許ＡＴ

35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 フォークリフト技能者

TEL 0265-81-4511
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 3437591 就業場所
普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0265-98-6915
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 3439091 就業場所
フォークリフト技能者

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-72-4321
（従業員数 35人 ）

正社員 20060- 3442791 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-85-2340
（従業員数 48人 ）

正社員 20060- 3443891 就業場所 長野県上伊那郡宮田村 厚生年金基金
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 9時00分～18時30分 自動車整備士（３級）

(2) 9時00分～18時00分
TEL 0265-71-6364

（従業員数 6人 ）
正社員 20060- 3450491 就業場所

不問 (1) 9時00分～18時15分

TEL 0265-70-9876
（従業員数 11人 ）

正社員以外 20060- 3451791 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
電気工事士（第１種）

不問 (1) 8時00分～17時00分 電気工事士（第２種）

TEL 0265-71-6181
（従業員数 29人 ）

正社員 20060- 3363291 就業場所
普通自動車免許一種

38歳以下 (1) 8時20分～17時40分 中型自動車免許一種

TEL 0265-72-7285
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 3385991 就業場所 長野県諏訪市
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- 3387791 就業場所
大型自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-86-3520
（従業員数 42人 ）

正社員 20060- 3404191 就業場所 長野県上伊那郡飯島町 厚生年金基金
大型自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-86-3520
（従業員数 42人 ）

正社員 20060- 3405091 就業場所 長野県上伊那郡飯島町 厚生年金基金
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0266-43-3222
（従業員数 24人 ）

正社員 20060- 3416991 就業場所

雇用・労災・
健康・厚生

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４

長野県伊那市狐島３８１５小林ビ
ル２階

又は 7時00分～ 0時00分
の間の8時間程度

又は 0時00分～23時59分
の間の8時間程度

又は 0時00分～23時59分
の間の8時間程度

装置組立および調整作業
者

月給

株式会社　上野精機長野

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
168,000円～
300,000円

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
９３４５

大型トラック運転手
月給

株式会社　信濃交産

長野県上伊那郡飯島町田切６５５
－６ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 229,000円～
352,000円

中型トラック運転手
月給

株式会社　信濃交産

長野県上伊那郡飯島町田切６５５
－６ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 219,000円～
276,000円

レンタル機材の修理点検
／来客の対応 月給

フジヤ機工　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
220,000円～
260,000円

長野県上伊那郡南箕輪村神子柴７
４０８－１

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

アクリル板製造設備の保
全・修理 月給

株式会社カナセ　長野工
場

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 222,000円～

326,000円

金属加工要員
時給

有限会社　キットウココ

長野県上伊那郡箕輪町大字東箕輪
４９２３ 雇用・労災・

健康・厚生
890円～1,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 149,675円～

168,175円
長野県上伊那郡南箕輪村北原１６
２８－６

金属表面処理作業員
月給

宮田アルマイト工業株式
会社

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号 200,000円～

240,000円

長野県上伊那郡宮田村５３５２－
１０

自動車整備士
月給

カーネットプラザ伊那店
（トライアイ株式会社）

長野県伊那市西春近１０６９７－
２４ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

192,100円～
300,000円

年齢不問 180,000円～
200,000円

機械組立て調整／機械加
工 月給

株式会社　ルビー精エ
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～
280,000円

長野県上伊那郡箕輪町東箕輪４９
３４－１

長野県伊那市野底８２６８番地１
７

倉庫内作業員
月給

大谷総業運輸倉庫　株式
会社

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

プレス機オペレータ
時給

株式会社　ナオス

製造職
月給

株式会社　リボール

長野県駒ヶ根市飯坂１－３４－１

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
166,300円～
233,000円

パーソルテンプスタッフ
株式会社　伊那オフィス1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 168,696円～

168,696円

雇用期間の定めなし
省令２号

1,050円～1,100円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号 172,200円～

180,400円
工場内作業（マシニング
センタ
オペレーター）

月給

マコト精密

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
沢１５３６　ミスズ工業箕輪工場
内 雇用・労災

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

230,000円～
300,000円

目視検査
時給
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◎ 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（4／5～4／11） ○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。 
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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 0265-82-3011
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 3420191 就業場所 厚生年金基金
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-76-6100
（従業員数 6人 ）

正社員以外 20060- 3423691 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 0265-76-6100
（従業員数 6人 ）

正社員以外 20060- 3424991 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 フォークリフト技能者

TEL 0266-43-1035
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 3427891 就業場所
変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-7277
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 3327491 就業場所 長野県伊那市 確定拠出年金
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 000-0000-0000
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 3330191 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-78-4331
（従業員数 24人 ）

正社員 20060- 3338291 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-76-5756
（従業員数 2人 ）

正社員 20060- 3339591 就業場所
普通自動車免許一種

18歳～30歳 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-94-6133
（従業員数 38人 ）

正社員 20060- 3340391 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 0265-94-6133
（従業員数 38人 ）

正社員 20060- 3341691 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

40歳以下 (1) 8時00分～17時30分 電気工事士（第１種）

電気工事士（第２種）

TEL 0265-72-2540
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 3346291 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

30歳以下 (1) 8時00分～17時30分

TEL 0265-72-2540
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 3347591 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 7時30分～17時00分

TEL 0265-73-9533
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 3352791 就業場所 厚生年金基金

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- 3353891 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

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- 3354291 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

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
１０２７－１ 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
製品運搬

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
１０２７－１ 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

電気工事現場作業員
月給

宮原電気工事株式会社

長野県伊那市中央　４４９９
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～
200,000円

運搬作業
月給

株式会社　信州ウェイス
ト

長野県伊那市西春近５８０６
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
220,000円～
400,000円

薪ストーブ取付工事
月給

株式会社　ディー・エ
ル・ディー

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 165,000円～

235,500円

長野県伊那市高遠町上山田２４３
５番地

電気工事現場代理人補助
月給

宮原電気工事株式会社

長野県伊那市中央　４４９９
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
170,000円～
250,000円

金型部品製作
月給

有限会社　ハセガワ工業
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

長野県上伊那郡南箕輪村６１５０
番地２

薪ストーブの炉台工事
（左官工事職人見習い） 月給

株式会社　ディー・エ
ル・ディー

長野県伊那市高遠町上山田２４３
５番地 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

165,000円～
235,000円

花の出荷・ハウス管理
月給

ふじづか農園　中原　睦
男

長野県伊那市美篶６３２０－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 160,000円～

220,000円
浄化槽・下水道施設の点
検業務 月給

株式会社　五十鈴

長野県伊那市西春近５８３６－１
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～

280,000円

草花栽培及び販売　
　　※急募 時給

有限会社豊花園
雇用・労災・
健康・厚生

821円～821円
雇用期間の定めなし

年齢不問 123,150円～
123,150円

長野県上伊那郡辰野町大字樋口２
４２６

製造スタッフ（第２工
場） 月給

登喜和冷凍食品株式会社

長野県伊那市西町５０５７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 152,000円～

185,600円

業務サービス
時給

株式会社ＢＩＳＯ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形1,000円～1,200円

雇用期間の定めなし
年齢不問 170,818円～

204,981円

営業・業務サービス
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～8,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問 178,400円～

178,400円
長野県伊那市東春近５４９－３

営業スタッフ
月給

株式会社ミコマ技研
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

長野県駒ヶ根市下平８７４－１２
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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

ショベルローダー運転

TEL 0265-96-2788
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 3355591 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 0265-96-2788
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 3356191 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 0265-96-2788
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 3357091 就業場所 長野県伊那市
牽引免許（一種）

不問 (1) 8時30分～18時00分 大型自動車免許一種

TEL 0265-81-0785
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 3303791 就業場所

不問 (1) 8時30分～18時00分 大型自動車免許一種

TEL 0265-81-0785
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 3304891 就業場所

45歳以下 (1) 8時30分～17時15分
(2)10時30分～19時15分

TEL 0265-79-8901
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 3305291 就業場所

45歳以下 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-94-4131
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 3307191 就業場所
大型特殊自動車一種

59歳以下 (1) 7時00分～16時00分

TEL 0265-73-8320
（従業員数 98人 ）

正社員 20060- 3308091 就業場所

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- 3310791 就業場所
電気工事士（第２種）

18歳～35歳 (1) 8時00分～17時30分 普通自動車免許一種

TEL 0265-83-4693
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 3311891 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20060- 3314191 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20060- 3315091 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
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 0265-76-5010
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 3318991 就業場所
普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-76-5010
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 3319491 就業場所
普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時45分～17時30分

TEL 0265-78-9708
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 3222491 就業場所 厚生年金基金

長野県伊那市境１４０９ルートセールス≪急募≫
月給

株式会社サニクリーン甲
信越　伊那営業所

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
171,000円～
202,700円

現場代理人及び土木作業
員 月給

有限会社　大島緑地アー
ト

長野県上伊那郡南箕輪村田畑５９
９４－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 280,000円～
350,000円

造園作業員
月給

有限会社　大島緑地アー
ト

長野県上伊那郡南箕輪村田畑５９
９４－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令２号 250,000円～
350,000円

部品のピッキング・出入
庫・棚入れ業務 時給

有限会社ジェイシステム

長野県上伊那郡南箕輪村８９８５
番地－１ 雇用・労災・

健康・厚生
1,050円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 168,000円～

176,000円
金属部品の測定業務

時給

有限会社ジェイシステム

長野県上伊那郡南箕輪村８９８５
番地－１ 雇用・労災・

健康・厚生
1,050円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 168,000円～

176,000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
電気工事作業員

月給

中部電通株式会社

長野県駒ヶ根市下平７１３－１５
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～
250,000円

組立・検査　
月給

東京エレクトロン株式会
社　高遠工場

長野県伊那市高遠町上山田６０２
－３ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

150,000円～
180,000円

大型運転手
　　※急募 月給

株式会社　中央高速運輸

長野県伊那市西春近５８４８－２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号 258,428円～

298,428円

増トン運転手（３台積み
大型） 月給

有限会社　長野キャリー
サービス

長野県駒ヶ根市赤穂１１３７－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

180,000円
機械加工（フライス加
工） 月給

有限会社　センタープロ
セス

長野県上伊那郡箕輪町大字中曽根
南原工業団地　５３０－３ 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
155,000円～
258,000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

トレーラートラック運転
手 月給

有限会社　長野キャリー
サービス

長野県駒ヶ根市赤穂１１３７－１
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

重機オペレーター
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

伐採作業員
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
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変形（１年単位） 電気工事施工管理１級

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

TEL 0265-81-6060
（従業員数 62人 ）

正社員 20060- 3232291 就業場所 長野県駒ヶ根市 確定給付年金
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

TEL 0265-81-6060
（従業員数 62人 ）

正社員 20060- 3238991 就業場所 長野県駒ヶ根市 確定給付年金
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 溶接技術者（１級）
溶接技術者（２級）

TEL 0265-81-6060
（従業員数 62人 ）

正社員 20060- 3239491 就業場所 長野県駒ヶ根市 確定給付年金

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- 3247491 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 77人 ）

正社員 20060- 3248791 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- 3261691 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-72-8861
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 3262991 就業場所

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0266-41-4139
（従業員数 42人 ）

有期雇用派遣 20060- 3281791 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時25分～17時25分 クレーン限定運転士
(2) 5時00分～13時20分 玉掛技能者

TEL 0265-81-1372 (3)13時15分～21時35分
（従業員数 8人 ）

有期雇用派遣 20060- 3287391 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 8人 ）

有期雇用派遣 20060- 3296691 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 2人 ）

有期雇用派遣 20060- 3297991 就業場所 長野県上伊那郡宮田村

不問 (1) 8時10分～17時05分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060- 3298491 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20060- 3299791 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
交替制あり

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
(2)19時00分～ 4時00分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 2人 ）

有期雇用派遣 20060- 3300691 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20060- 3309391 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

長野県上伊那郡南箕輪村大芝２３
８０－７７６

長野県上伊那郡南箕輪村８９８５
番地－１

顕微鏡製品の組立
時給

有限会社ジェイシステム
雇用・労災・
健康・厚生

1,050円～1,100円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 168,000円～

176,000円

ターボチャージャの組立
業務 時給

有限会社ジェイシステム

長野県上伊那郡南箕輪村８９８５
番地－１ 雇用・労災・

健康・厚生
1,300円～1,300円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 省令２号 205,920円～

205,920円

金属パイプの加工及び検
査 時給

有限会社ジェイシステム

長野県上伊那郡南箕輪村８９８５
番地－１ 雇用・労災・

健康・厚生
1,050円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 168,000円～

176,000円

フィルム目視検査
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

検査梱包
時給

有限会社ジェイシステム

長野県上伊那郡南箕輪村８９８５
番地－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 171,200円～

171,200円

プラスチック製品の外観
目視検査 時給

有限会社ジェイシステム

長野県上伊那郡南箕輪村８９８５
番地－１ 雇用・労災・

健康・厚生
1,000円～1,050円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 167,200円～

175,560円

バルブの塗装（急募）
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

1,150円～1,150円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 181,930円～

181,930円

工業用内視鏡組立作業
時給 ＮＯＣアウトソーシング

＆コンサルティング株式
会社　オリンパス綜合
サービス事業本部　辰野
支店

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
６６６６ 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 176,000円～

176,000円

土木管理者・作業員
（未経験者歓迎） 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 250,000円～
350,000円

トレーラー運転手
月給

株式会社　泉翔
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 141,175円～

235,465円

金属部品の機械加工（経
験１） 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 180,000円～
350,000円

情報システム（社内）／
生産管理業務 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

鉄工（製造、溶接）
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

ＮＣマシニング・
ＮＣフライスオペレータ 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

電気通信工事施工管理
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 282,900円～

386,900円


