
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00分～17時00分

TEL 0265-96-0882
（従業員数 9人 ）

正社員 20060- 4470291 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 0265-81-1372
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060- 4471591 就業場所 長野県駒ヶ根市
変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～17時00分
(2) 6時00分～15時00分

TEL 0265-85-2086 (3) 4時00分～13時00分
（従業員数 21人 ）

正社員 20060- 4472191 就業場所 長野県上伊那郡宮田村

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20060- 4475691 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20060- 4476991 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) 8時00分～17時30分

TEL 0266-43-0638
（従業員数 6人 ）

正社員以外 20060- 4481091 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30分

TEL 0266-43-0638
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 4482391 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

TEL 0265-81-0456
（従業員数 82人 ）

正社員以外 20060- 4485491 就業場所

18歳以上 (1)17時00分～ 2時00分

TEL 0265-81-0456
（従業員数 82人 ）

正社員以外 20060- 4488291 就業場所
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-73-2510
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 4434691 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 5時00分～17時00分

TEL 0265-73-2510
（従業員数 12人 ）

正社員 20060- 4435991 就業場所
中型自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時35分 フォークリフト技能者

(2) 6時00分～15時05分
TEL 0265-74-7011 (3)10時00分～19時05分

（従業員数 16人 ）
正社員以外 20060- 4437791 就業場所

普通自動車免許一種
44歳以下 (1) 8時30分～17時35分 中型自動車免許一種

(2) 6時00分～15時05分 フォークリフト技能者

TEL 0265-74-7011 (3)10時00分～19時05分
（従業員数 16人 ）

正社員 20060- 4438891 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- 4442691 就業場所 厚生年金基金

年齢不問 176,000円～
286,000円

浄化槽・下水道施設の点
検
【伊那】

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

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

188,145円～
188,145円

大豆食品の製造作業
月給

長野県上伊那郡宮田村６６８９番
地１

所在地・就業場所

土木作業員
日給

株式会社　長城

金型の設計・製造【飯島
町】
≪紹介予定派遣≫

時給

株式会社　ナオス

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４

1,150円～1,200円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 198,720円～

207,360円

株式会社　マスダ
雇用期間の定めなし

年齢不問 160,000円～
230,000円

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

8,000円～13,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 162,016円～
176,851円

金属プレス加工オペレー
ター【飯島町】≪紹介予
定派遣≫

時給

株式会社　ナオス
雇用・労災・
健康・厚生

1,000円～1,100円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 172,800円～

190,080円

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４

長野県上伊那郡辰野町大字赤羽１
１４－１０

水稲栽培・花の栽培
時給

有限会社石川ライスセン
ター

雇用・労災・
健康・厚生

830円～906円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

レトルト食品製造
月給

ハチ食品株式会社駒ヶ根
工場

長野県駒ヶ根市下平２９２番２７
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 151,250円～

151,250円

水稲栽培・花の栽培
時給

有限会社石川ライスセン
ター

雇用・労災・
健康・厚生

830円～906円
雇用期間の定めなし

年齢不問 162,016円～
176,851円

長野県上伊那郡辰野町大字赤羽１
１４－１０

引越ドライバー及び引越
サービススタッフ／伊那 月給

株式会社　アップル運輸
伊那センター

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号 161,411円～

291,411円

レトルト食品の包装・仕
上げ 月給

ハチ食品株式会社駒ヶ根
工場

長野県駒ヶ根市下平２９２番２７
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号 170,156円～

170,156円
長野県伊那市　西春近　５８３８
－２

集配ドライバー
時給

セイノースーパーエクス
プレス株式会社　伊那航
空営業所

長野県上伊那郡南箕輪村５５５３
－１ 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 176,880円～

176,880円

４ｔドライバー
月給

株式会社　アップル運輸
伊那センター

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 250,000円～

300,000円

長野県伊那市　西春近　５８３８
－２

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

集配ドライバー
月給

セイノースーパーエクス
プレス株式会社　伊那航
空営業所

長野県上伊那郡南箕輪村５５５３
－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

196,200円～
278,700円

雇用・労災・
健康・厚生

長野県伊那市手良中坪１７７８－
１

℡ ０２６５－７３－８６０９ 

ハローワーク伊那（伊那公共職業安定所） 

    発行日 令和元年5月27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。 

運転・製造・建設等の仕事（5／17～5／23） ○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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39歳以下 (1) 8時00分～17時05分

TEL 0265-82-3256
（従業員数 207人 ）

正社員 20060- 4444491 就業場所

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- 4445791 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30分

TEL 0265-82-5085
（従業員数 8人 ）

正社員以外 20060- 4446891 就業場所 長野県駒ヶ根市
変形（１年単位）

40歳以下 (1) 8時00分～17時15分

TEL 0265-55-3536
（従業員数 70人 ）

正社員 20060- 4455291 就業場所 長野県上伊那郡飯島町 確定給付年金

18歳以上 (1) 8時20分～17時00分

TEL 0265-72-1234
（従業員数 135人 ）

正社員以外 20060- 4459391 就業場所

33歳以下 (1) 8時30分～18時00分

TEL 0265-74-8630
（従業員数 24人 ）

正社員 20060- 4387691 就業場所 長野県伊那市

33歳以下 (1) 8時30分～18時00分

TEL 0265-74-8630
（従業員数 24人 ）

正社員 20060- 4388991 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30分～17時25分

TEL 0265-79-8838
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 4395691 就業場所
交替制あり

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分
(2)20時30分～ 5時30分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 2人 ）

有期雇用派遣 20060- 4396991 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) 8時00分～17時30分

TEL 0265-86-2804
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 4398791 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-5836
（従業員数 48人 ）

正社員以外 20060- 4403891 就業場所 長野県伊那市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
(2)20時00分～ 4時00分

TEL 0265-72-5836
（従業員数 48人 ）

正社員以外 20060- 4404291 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 自動車整備２級ジゼ

TEL 0265-72-5836
（従業員数 48人 ）

正社員 20060- 4406191 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
(2) 9時00分～16時00分

TEL 0266-41-2647
（従業員数 1人 ）

正社員 20060- 4408391 就業場所

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
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

部品検査又は治具掛け
月給

塚田理研工業株式会社

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
140,000円～
200,000円

長野県駒ヶ根市赤穂１６３９７－
５

長野県上伊那郡箕輪町大字東箕輪
５２３１－１

製品仕上げ作業・検査
月給

三甲　株式会社　長野工
場

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
165,610円～
235,900円

作業員
時給

有限会社　恵比寿産業

長野県駒ヶ根市赤穂　１４－６７
２ 雇用・労災・

健康・厚生
850円～1,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 141,440円～

166,400円
長野県上伊那郡飯島町七久保
２７１０

企画、営業サポート
月給

デジタルランド株式会社

長野県伊那市西春近２３０８－２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
194,000円～
280,000円

フィルター製造作業
時給

日本濾過器株式会社
雇用・労災・
健康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 省令２号 138,060円～

138,060円

長野県伊那市福島中河原２５０

機械オペレーター
月給

信州電子工業株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１０３２０一２０ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 250,000円～
300,000円

出荷梱包及びパソコン業
務 月給

デジタルランド株式会社

長野県伊那市西春近２３０８－２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
194,000円～
230,000円

消防設備保守点検・消防
設備工事助手≪急募≫ 月給

株式会社　オオトリ

長野県上伊那郡飯島町飯島２１６
９－１７８ 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

機械オペレーター
時給

株式会社　ナオス
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） 省令２号 181,440円～

181,440円

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４

タクシー乗務員
時給

有限会社　白川タクシー

長野県伊那市山寺１７５２－３
雇用・労災・
健康・厚生

830円～860円
雇用期間の定めなし

省令２号 142,096円～
147,232円

タクシー乗務員（日勤）
時給

有限会社　白川タクシー
雇用・労災・
健康・厚生

830円～860円
雇用期間の定めなし

年齢不問 142,096円～
147,232円

長野県伊那市山寺１７５２－３

現場作業員
時給

合同会社ロイヤルペイン
ト

上伊那郡辰野町北大出原７６１０

雇用・労災
1,000円～2,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問 166,400円～

332,800円

自動車整備士
月給

有限会社　白川タクシー

長野県伊那市山寺１７５２－３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 190,000円～

275,000円
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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- 4421291 就業場所 長野県駒ヶ根市 確定拠出年金
変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-79-8259
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 4422591 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-87-2520
（従業員数 9人 ）

正社員 20060- 4429791 就業場所 長野県駒ヶ根市
交替制あり 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分
(2)20時30分～ 5時30分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 5人 ）

有期雇用派遣 20060- 4431191 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) 8時30分～17時30分

TEL 0265-76-8078
（従業員数 21人 ）

正社員以外 20060- 4320991 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0266-41-2010
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060- 4325591 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
変形（１年単位） 中型一種（８ｔ限定）

不問 (1) 7時45分～17時00分

TEL 0265-78-8208
（従業員数 23人 ）

正社員 20060- 4342591 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

59歳以下 (1) 7時00分～17時00分
(2) 9時00分～ 0時00分

TEL 0265-76-5111 (3)10時00分～ 1時00分
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 4353391 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10分～17時05分

TEL 0265-82-2323
（従業員数 35人 ）

正社員 20060- 4357791 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 大型自動車免許一種

TEL 0265-71-1960
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 4358891 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 6時00分～15時00分 中型自動車免許一種

TEL 0265-71-1960
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 4361391 就業場所
普通自動車免許一種

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- 4369191 就業場所

不問 (1) 8時00分～16時00分

TEL 0266-41-0101
（従業員数 48人 ）

正社員以外 20060- 4378091 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 浄化槽管理士

TEL 0265-79-5248
（従業員数 6人 ）

正社員以外 20060- 4381891 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

生産管理および梱包
月給

長野ドライルーブ　株式
会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８６８８－５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 156,000円～
165,000円

ＮＣ旋盤・マシニングオ
ペレータ 月給

株式会社ヨシオカ

長野県駒ヶ根市下平２９３４－５
７７ 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

自動車部品の製造
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） 省令２号 171,360円～

179,520円

マシニングセンター・Ｎ
Ｃ旋盤
技術要員

日給
有限会社　ナガミヤマ機
工

長野県駒ヶ根市中沢１１４３－１
雇用・労災・
健康・厚生

8,837円～13,953円
雇用期間の定めなし

年齢不問 190,000円～
300,000円

金属加工
時給

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・労災・

健康・厚生
1,100円～1,200円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 184,800円～

201,600円

食品の加工、包装
時給

株式会社　マルシンフー
ズ

長野県伊那市西箕輪３９００－１
６２ 雇用・労災・

健康・厚生
980円～980円

雇用期間の定めなし
年齢不問 165,366円～

165,366円

タクシー乗務員
時給

伊那タクシー　株式会社

長野県伊那市坂下３３０９
雇用・労災・
健康・厚生・
財形910円～910円

雇用期間の定めなし
省令１号 245,058円～

249,610円

運転手
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10,000円～11,000

円雇用期間の定めなし
年齢不問 220,000円～

242,000円

運転手
月給

有限会社　若葉運送

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１４４５－３ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 158,128円～
158,128円

組立及び検査業務
月給

日精技研　株式会社

長野県駒ヶ根市赤穂６３３０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

230,000円

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

運転手（４ｔトラック）
月給

有限会社　若葉運送

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１４４５－３ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 194,644円～
194,644円

し尿汲み取り業務
浄化槽維持管理業務 月給

有限会社　厚生協会

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８６０３－６ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 210,000円～
240,000円

又は 8時00分～18時00分
の間の8時間

運転・受付事務（レント
ゲン車） 時給

一般財団法人　労働衛生
協会　長野県支部

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１
４７７－６ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形1,000円～1,200円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 148,400円～

178,080円
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不問 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0265-76-1060
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 4261291 就業場所
変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時20分～17時20分

TEL 0265-79-2572
（従業員数 54人 ）

正社員以外 20060- 4262591 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町 厚生年金基金

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-1221
（従業員数 37人 ）

正社員 20060- 4263191 就業場所 長野県伊那市 厚生年金基金

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- 4264091 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-79-0348
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 4266691 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 0265-78-2929
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 4271191 就業場所
変形（１年単位） 中型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-98-0930
（従業員数 8人 ）

正社員以外 20060- 4274691 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) 8時25分～17時25分
(2) 5時00分～13時20分

TEL 0265-78-1111 (3)13時15分～21時35分
（従業員数 317人 ）

正社員 20060- 4287291 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時25分～17時25分

TEL 0265-78-1111
（従業員数 317人 ）

正社員以外 20060- 4288591 就業場所
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時25分～17時25分
(2) 5時00分～13時20分

TEL 0265-78-1111 (3)13時15分～21時35分
（従業員数 317人 ）

正社員以外 20060- 4289191 就業場所
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時25分～17時25分
(2) 5時00分～13時20分

TEL 0265-78-1111 (3)13時15分～21時35分
（従業員数 317人 ）

正社員以外 20060- 4290691 就業場所
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時25分～17時25分
(2) 5時00分～13時20分

TEL 0265-78-1111 (3)13時15分～21時35分
（従業員数 317人 ）

正社員以外 20060- 4291991 就業場所
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時25分～17時25分
(2) 5時00分～13時20分

TEL 0265-78-1111 (3)13時15分～21時35分
（従業員数 317人 ）

正社員以外 20060- 4292491 就業場所
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時25分～17時25分
(2) 5時00分～13時20分

TEL 0265-78-1111 (3)13時15分～21時35分
（従業員数 317人 ）

正社員 20060- 4293791 就業場所

食品の製造
時給

旭松食品株式会社　伊那
工場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
９９４５－２ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形1,075円～1,075円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令１号 177,160円～

177,160円

濾過器（フィルター）製
造作業 月給

有限会社　エヌエステッ
ク

長野県伊那市美篶９０１６－２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 137,400円～

200,000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４
３６ 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

ラインオペレーター
月給

株式会社ミヤシタフーズ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 172,800円～

200,000円

長野県伊那市上新田２３７２－２

建設作業
月給

株式会社　河手プラント

長野県上伊那郡箕輪町大字東箕輪
４１６１－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 200,000円～
350,000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

解体作業員
日給

株式会社　アルプス環境

長野県伊那市山寺１５４７
雇用・労災・
健康・厚生

8,500円～12,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 183,600円～

259,200円
ＮＣ及びＭＣ工作機械オ
ペレーター 月給

株式会社キッツ　伊那工
場

長野県伊那市東春近７１３０
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 204,000円～

272,900円
運搬作業

時給
株式会社キッツ　伊那工
場

雇用・労災・
健康・厚生

1,250円～1,350円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 198,000円～

213,840円

長野県伊那市東春近７１３０

塗装業務
時給

株式会社キッツ　伊那工
場

長野県伊那市東春近７１３０
雇用・労災・
健康・厚生

1,250円～1,350円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 198,000円～

213,840円
組立業務

時給
株式会社キッツ　伊那工
場

長野県伊那市東春近７１３０
雇用・労災・
健康・厚生

1,250円～1,350円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 198,000円～

213,840円
機械加工職

時給
株式会社キッツ　伊那工
場

長野県伊那市東春近７１３０
雇用・労災・
健康・厚生

1,250円～1,350円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 198,000円～

213,840円
鋳物仕上加工業務

月給
株式会社キッツ　伊那工
場

長野県伊那市東春近７１３０
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 198,730円～

214,500円
鋳造業務

月給
株式会社キッツ　伊那工
場

長野県伊那市東春近７１３０
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 204,000円～

272,900円
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大型自動車免許一種
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 0265-72-2666
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 4294891 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 大型自動車免許一種

TEL 0265-72-2666
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 4295291 就業場所 長野県伊那市

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- 4296591 就業場所 長野県伊那市

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- 4297191 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20060- 4303691 就業場所 長野県伊那市
交替制あり

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 3人 ）

有期雇用派遣 20060- 4305491 就業場所 長野県伊那市
交替制あり

18歳以上 (1) 6時00分～14時25分
(2)14時20分～22時45分

TEL 0265-73-2424 (3)22時20分～ 6時05分
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060- 4306791 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～16時50分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 10人 ）

有期雇用派遣 20060- 4307891 就業場所 長野県伊那市

18歳以上 (1)19時00分～ 4時00分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 7人 ）

有期雇用派遣 20060- 4310391 就業場所 長野県駒ヶ根市
交替制あり

18歳以上 (1) 4時00分～13時00分
(2)13時00分～22時00分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 3人 ）

有期雇用派遣 20060- 4312991 就業場所 長野県伊那市

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
(2)15時30分～ 0時30分

TEL 0265-73-2424 (3)23時30分～ 8時30分
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060- 4313491 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
交替制あり

不問 (1) 6時00分～15時00分
(2)13時00分～22時00分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 3人 ）

有期雇用派遣 20060- 4314791 就業場所 長野県伊那市

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
(2)15時30分～ 0時00分

TEL 0265-73-2424 (3)17時00分～ 2時00分
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060- 4315891 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-86-3211
（従業員数 44人 ）

正社員 20060- 4317591 就業場所

重機大型運転、施工管理
日給

有限会社平澤組

長野県伊那市上新田２６５８
雇用・労災・
健康・厚生・
財形9,000円～11,600円

雇用期間の定めなし
年齢不問 194,400円～

250,560円
プラント作業員

日給

有限会社平澤組

長野県伊那市上新田２６５８
雇用・労災・
健康・厚生・
財形8,000円～10,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問 172,800円～

216,000円

めっき処理・検査・ヤト
イ付け 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

医療用内視鏡の修理作業
＜紹介予定派遣＞ 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
1,150円～1,150円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 184,000円～

184,000円
長野県上伊那郡南箕輪村８９８５
番地－１

製品検査《急募》
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 164,000円～

164,000円
食品選別

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

900円～900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 省令２号 147,600円～

147,600円
投入

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

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 省令２号 187,762円～

187,762円
組立

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

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 193,557円～

193,557円
フイルム加工・オペレー
ター 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） 省令２号 163,200円～

163,200円
食品製造

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

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

172,200円
オペレーター・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

1,050円～1,200円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 省令２号 171,360円～

195,840円
食品加工　≪急募≫

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

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 203,520円～

203,520円
機械オペレーター

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

1,050円～1,050円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 省令２号 171,360円～

171,360円
金属プレス部品加工のオ
ペレーター 月給

鈴木プレス工業株式会社

長野県上伊那郡飯島町七久保３６
２５－２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 180,000円～
250,000円



年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所
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ハローワーク伊那（伊那公共職業安定所） 

    発行日 令和元年5月27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。 

運転・製造・建設等の仕事（5／17～5／23） ○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/ 

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- 4318191 就業場所 長野県駒ヶ根市 確定拠出年金

不問 (1) 8時45分～17時30分

TEL 0266-43-3400
（従業員数 73人 ）

正社員以外 20060- 4319091 就業場所

ＮＣ旋盤・マシニングオ
ペレータ 月給

株式会社ヨシオカ
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

長野県駒ヶ根市下平２９３４－５
７７

包装・検査・資材供給・
設備オペレーション作業
等

時給
株式会社　日本点眼薬研
究所　長野工場

辰野町大字伊那富５７２３－７
雇用・労災・
健康・厚生

975円～975円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 151,200円～

151,200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

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00分～18時00分

TEL 0265-86-8171 (3)13時00分～22時00分
（従業員数 18人 ）

正社員 20060- 4467691 就業場所
美容師

不問 (1) 9時00分～19時00分

TEL 0265-74-8887
（従業員数 0人 ）

正社員 20060- 4478791 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 0265-74-6666
（従業員数 12人 ）

正社員 20060- 4494791 就業場所
変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

18歳～59
歳

(1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許一種

(2)10時30分～19時30分 介護職員初任者研修

TEL 0265-88-4069 (3) 7時00分～16時00分
（従業員数 22人 ）

正社員 20060- 4496291 就業場所
変形（１週間単位非定型的）

不問 (1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 0265-76-2020 (3)12時00分～21時00分
（従業員数 45人 ）

正社員 20060- 4441391 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- 4457191 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

59歳以下 (1)10時30分～20時00分 普通自動車免許ＡＴ

(2) 9時30分～19時00分
TEL 0265-98-7388

（従業員数 4人 ）
正社員 20060- 4394391 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 0265-86-2804
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 4398791 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) 9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

TEL 0266-41-2647
（従業員数 1人 ）

正社員 20060- 4407091 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- 4410491 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30分～15時30分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 0265-83-3434 (3)10時30分～19時30分
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 4323891 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 0265-79-8041
（従業員数 46人 ）

正社員 20060- 4326191 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30分～18時00分

TEL 0265-71-3721
（従業員数 60人 ）

正社員以外 20060- 4335191 就業場所
変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 7時00分～16時00分
(2)11時00分～20時00分

TEL 0265-71-3721 (3)14時00分～ 8時00分
（従業員数 60人 ）

正社員以外 20060- 4336091 就業場所

営業職
月給

合同会社ロイヤルペイ
ント

上伊那郡辰野町北大出原７６１０

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 160,000円～

160,000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

カー用品買取・販
売・商品取付買取商
品清掃

月給
アップガレージ長野伊
那店

上伊那郡箕輪町中箕輪字割手８９
５８－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 169,600円～
199,600円

消防設備保守点検・
消防設備工事助手≪
急募≫

月給

株式会社　オオトリ

長野県上伊那郡飯島町飯島２１６
９－１７８ 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

介護職
月給

社会福祉法人　ふれあ
い（みなみみのわ　ふ
れあいの里）

長野県上伊那郡南箕輪村１６３４
番地３４９ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 185,000円～
250,000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

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

営業（業務用消耗
品）

月給

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 171,000円～

201,000円

介護職
月給

社会福祉法人　麦の家

長野県上伊那郡中川村大草４５５
９番地

所在地・就業場所

介護職員
月給

有限会社　平成（グ
ループホーム道）

長野県上伊那郡飯島町田切１６１
－５２

株式会社　折勝

長野県伊那市西春近５８５８－１

雇用期間の定めなし
年齢不問 180,000円～

180,000円

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号 168,000円～

250,000円
美容業務

月給
Ｈａｉｒ＆Ｓｐａ　Ｃ
ＩＥＬ　福澤　健

長野県伊那市前原８２６８－３３
９

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
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１４
０１７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
介護職員　夜勤なし
【契約】

月給
社会福祉法人サン・ビ
ジョン　グレイスフル
箕輪

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
６０６５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 207,500円～

216,500円
介護職員　夜勤あり
【契約】

月給
社会福祉法人サン・ビ
ジョン　グレイスフル
箕輪

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
６０６５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 省令２号 207,500円～

216,500円

℡ ０２６５－７３－８６０９ 

ハローワーク伊那（伊那公共職業安定所） 

    発行日 令和元年5月27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（5／17～5／23） ○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ヶ月単位） 介護福祉士
18歳～59

歳
(1) 7時00分～16時00分
(2)11時00分～20時00分

TEL 0265-71-3721 (3)14時00分～ 8時00分
（従業員数 60人 ）

正社員 20060- 4337391 就業場所

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- 4346691 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30分～17時10分

TEL 0265-79-8546
（従業員数 86人 ）

正社員 20060- 4356491 就業場所
美容師

不問 (1)10時00分～19時00分 理容師

TEL 090-9665-0777
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 4365791 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
美容師

不問 (1)10時00分～19時00分 理容師

TEL 090-9665-0777
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 4366891 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
美容師

不問 (1)10時00分～19時00分 理容師

TEL 090-9665-0777
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 4367291 就業場所 長野県伊那市
美容師

不問 (1)10時00分～19時00分 理容師

TEL 090-9665-0777
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 4368591 就業場所 長野県伊那市
美容師

不問 (1)10時00分～19時00分 理容師

TEL 090-9665-0777
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 4370691 就業場所 長野県駒ヶ根市
美容師

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-71-4670
（従業員数 33人 ）

正社員以外 20060- 4265391 就業場所
美容師

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許一種

TEL 0265-71-4670
（従業員数 33人 ）

正社員以外 20060- 4267991 就業場所
交替制あり

30歳以下 (1) 8時30分～18時30分
(2) 9時30分～19時30分

TEL 0265-86-6050 (3)12時00分～20時45分
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 4279291 就業場所

介護職員
月給

社会福祉法人サン・ビ
ジョン　グレイスフル
箕輪

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
６０６５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令２号 208,000円～
245,500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
営業アシスタント

月給

株式会社伸和精工

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８６５０ 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～

400,000円
美容師・理容師
（ビーウィッシュ辰
野店）

月給
ビーウィッシュ有限会
社

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４
４０－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 210,000円～
460,000円

美容師・理容師（プ
ラスアルファ伊北
店）

月給
ビーウィッシュ有限会
社

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４
４０－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 210,000円～
460,000円

美容師・理容師（プ
ラスアルファ伊那中
央通り店）

月給
ビーウィッシュ有限会
社

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４
４０－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 210,000円～
460,000円

美容師・理容師（ク
イックカット伊那ア
ピタ前店）

月給
ビーウィッシュ有限会
社

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４
４０－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 210,000円～
460,000円

美容師・理容師（プ
ラスアルファ駒ヶ根
店）

月給
ビーウィッシュ有限会
社

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４
４０－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 210,000円～
460,000円

ブライダルヘアメイ
ク

月給
株式会社シュール（Ｓ
ｕｒｅ）

長野県上伊那郡南箕輪村５４２４
－７ 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 150,000円～

220,000円
まつ毛エクステ

月給
株式会社シュール（Ｓ
ｕｒｅ）

長野県上伊那郡南箕輪村５４２４
－７ 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 170,000円～

220,000円
歯科助手

月給
医療法人Ｍａｉｔｒｅ
ｙａ
恵幸堂歯科医院

長野県上伊那郡飯島町飯島２５２
７－６（飯島町役場西・文化館斜
め向い）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
181,000円～
257,000円

又は 9時30分～20時00
分の間の8時間



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15分～18時30分
(2) 8時45分～17時00分

TEL 0265-98-8501
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 4464191 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～18時00分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20060- 4469491 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 0265-81-1372
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060- 4471591 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060- 4474391 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20060- 4475691 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-72-3078
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 4483691 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-81-0456
（従業員数 82人 ）

正社員 20060- 4487891 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0266-43-3111
（従業員数 42人 ）

正社員 20060- 4489591 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時45分

TEL 0265-70-9870
（従業員数 19人 ）

正社員以外 20060- 4490391 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 看護師
准看護師

TEL 0265-98-8821
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 4440091 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
変形（１年単位）

40歳以下 (1) 8時00分～17時15分

TEL 0265-55-3536
（従業員数 70人 ）

正社員 20060- 4455291 就業場所 長野県上伊那郡飯島町 確定給付年金
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 0265-72-7277
（従業員数 105人 ）

正社員 20060- 4456591 就業場所 確定拠出年金
介護支援専門員

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-76-5522
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 4461891 就業場所 厚生年金基金

33歳以下 (1) 8時30分～18時00分

TEL 0265-74-8630
（従業員数 24人 ）

正社員 20060- 4387691 就業場所 長野県伊那市

企画、営業サポート
月給

デジタルランド株式会
社

長野県伊那市西春近２３０８－２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
194,000円～
280,000円

介護支援専門員
月給

南箕輪村社会福祉協議
会

長野県上伊那郡南箕輪村２３８０
－１２１２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 175,100円～
192,100円

一般事務
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 182,300円～

202,800円

製品仕上げ作業・検
査

月給
三甲　株式会社　長野
工場

長野県上伊那郡飯島町七久保
２７１０ 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
165,610円～
235,900円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 145,000円～

230,000円
事務【伊那】

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

所在地・就業場所

児童発達支援管理責
任者・保育士・教
員・児童指導員

月給

株式会社　こころ

長野県上伊那郡飯島町田切３２３
９－１２７

株式会社　ナオス

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４

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

雇用・労災・
健康・厚生

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 188,145円～

188,145円

浄化槽・下水道施設
の点検
【伊那】

時給

雇用・労災・
健康・厚生

1,000円～1,050円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 172,800円～

181,440円

生産管理≪紹介予定
派遣≫
【飯島町】

時給

株式会社　ナオス

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４

カメラマン・カメラ
マンアシスタント

月給

有限会社　平澤写真館

長野県伊那市坂下３３４６－１
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

金型の設計・製造
【飯島町】
≪紹介予定派遣≫

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～1,200円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 198,720円～

207,360円

総務・経理事務
月給

有限会社　河口工業

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
７３５３－２（北沢工業団地内） 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

事務職
月給

ハチ食品株式会社駒ヶ
根工場

長野県駒ヶ根市下平２９２番２７
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 154,000円～

185,000円

訪問看護業務
月給

訪問看護ステーショ
ン・ふれあい株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８４２８ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 250,000円～
300,000円

営業事務
時給

有限会社　キットウ

長野県上伊那郡箕輪町大字東箕輪
４９２８－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形880円～950円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 147,994円～

159,766円

℡ ０２６５－７３－８６０９ 

ハローワーク伊那（伊那公共職業安定所） 

    発行日 令和元年5月27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（5／17～5／23） ○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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33歳以下 (1) 8時30分～18時00分

TEL 0265-74-8630
（従業員数 24人 ）

正社員 20060- 4388991 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 0265-83-2111
（従業員数 230人 ）

正社員以外 20060- 4414591 就業場所

不問

TEL 0265-81-1372
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060- 4420891 就業場所 長野県伊那市
変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-79-8259
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 4422591 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
看護師

不問 (1) 8時30分～12時30分
(2)14時15分～18時00分

TEL 0265-77-0582
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 4426691 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 0265-83-3434
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 4322791 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 0265-79-8041
（従業員数 45人 ）

正社員 20060- 4327091 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 0265-79-8041
（従業員数 45人 ）

正社員 20060- 4328391 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- 4340891 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- 4341291 就業場所
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 0265-76-5141
（従業員数 23人 ）

正社員 20060- 4350591 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-72-3121
（従業員数 1,000人 ）

正社員以外 20060- 4354691 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時10分～17時05分

TEL 0265-82-2323
（従業員数 35人 ）

正社員 20060- 4357791 就業場所
普通自動車免許一種

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- 4369191 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

組立及び検査業務
月給

日精技研　株式会社

長野県駒ヶ根市赤穂６３３０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

230,000円

医師事務作業補助者
日給

伊那中央病院

長野県伊那市小四郎久保１３１３
番地１ 雇用・労災・

健康・厚生
6,816円～6,816円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 136,320円～

136,320円

総務・編集補助
月給

株式会社アド・プラン
ニング

長野県伊那市西春近５８３９－６
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 235,000円～

300,000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１０３
８ 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１０３
８ 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

機械設計
月給

東京化工機株式会社

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４
０１７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～

350,000円

電気設計
月給

東京化工機株式会社

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４
０１７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～

350,000円

総合事務職≪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 180,000円～

230,000円

正看護師
月給

くろごうち内科・循環
器科医院　黒河内　典
夫

長野県伊那市境１６６４－３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 225,000円～

270,000円

生産管理および梱包
月給

長野ドライルーブ　株
式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８６８８－５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 156,000円～
165,000円

接客・事務　【伊
那】

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

900円～900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 158,400円～

158,400円
又は10時00分～20時00
分の間の8時間程度

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ヶ月以上） 年齢不問 123,300円～

123,300円

出荷梱包及びパソコ
ン業務

月給
デジタルランド株式会
社

長野県伊那市西春近２３０８－２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
194,000円～
230,000円



年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ ０２６５－７３－８６０９ 

ハローワーク伊那（伊那公共職業安定所） 

    発行日 令和元年5月27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（5／17～5／23） ○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/ 

診療放射線技師
不問 (1) 8時00分～16時00分

TEL 0266-41-0101
（従業員数 40人 ）

正社員以外 20060- 4377191 就業場所 厚生年金基金

不問 (1) 8時00分～16時00分

TEL 0266-41-0101
（従業員数 48人 ）

正社員以外 20060- 4378091 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 136人 ）

正社員 20060- 4258691 就業場所 長野県駒ヶ根市 確定給付年金
保育士

不問 (1) 9時00分～18時00分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-6030
（従業員数 36人 ）

正社員 20060- 4276491 就業場所
交替制あり 歯科衛生士

59歳以下 (1) 8時30分～18時30分
(2) 9時30分～19時30分

TEL 0265-86-6050 (3)12時00分～20時45分
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 4277791 就業場所
交替制あり 保育士

45歳以下 (1) 8時30分～18時30分
(2) 9時30分～19時30分

TEL 0265-86-6050 (3)12時00分～20時45分
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 4282691 就業場所
交替制あり 介護支援専門員

18歳以上 (1) 6時00分～15時00分
(2)11時30分～20時30分

TEL 0265-73-2424 (3) 8時30分～17時30分
（従業員数 2人 ）

有期雇用派遣 20060- 4311691 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

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-86-3211
（従業員数 44人 ）

正社員 20060- 4316291 就業場所

金属プレス部品の金
型設計、または金型
製作

月給
鈴木プレス工業株式会
社

長野県上伊那郡飯島町七久保３６
２５－２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 250,000円～
350,000円

ケアマネージャー
《急募》

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ヶ月以上） 省令２号 172,000円～

172,000円

保育士（歯科医院）
月給

医療法人Ｍａｉｔｒｅ
ｙａ
恵幸堂歯科医院

長野県上伊那郡飯島町飯島２５２
７－６（飯島町役場西・文化館斜
め向い）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号

のイ
188,000円～
264,000円

又は 9時30分～20時00
分の間の8時間

歯科衛生士
月給

医療法人Ｍａｉｔｒｅ
ｙａ
恵幸堂歯科医院

長野県上伊那郡飯島町飯島２５２
７－６（飯島町役場西・文化館斜
め向い）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号 255,000円～

314,000円
又は 9時30分～20時00
分の間の8時間程度

保育士
月給

医療法人　きらら歯科
クリニック

長野県伊那市坂下１８９１－５
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 171,000円～

266,000円

鉄骨施工図作成業務
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

運転・受付事務（レ
ントゲン車）

時給
一般財団法人　労働衛
生協会　長野県支部

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１
４７７－６ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形1,000円～1,200円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 148,400円～

178,080円

診療放射線技師
時給

一般財団法人　労働衛
生協会　長野県支部

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１
４７７－６ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形1,500円～2,500円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 226,800円～

371,000円


