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不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許一種

TEL 0265-72-8855
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 3832191 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～17時40分

TEL 0265-78-2468
（従業員数 22人 ）

正社員 20060- 3820791 就業場所
交替制あり 普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-72-7123
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 3758791 就業場所 長野県伊那市 厚生年金基金
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- 3763691 就業場所
変形（１年単位）

不問 (1) 9時00分～17時45分

TEL 0265-81-5622
（従業員数 39人 ）

正社員 20060- 3764991 就業場所 長野県駒ヶ根市

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- 3769591 就業場所
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- 3780991 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 0265-85-4446
（従業員数 75人 ）

正社員 20060- 3655291 就業場所 長野県上伊那郡宮田村
変形（１年単位）

不問 (1) 8時20分～17時20分

TEL 0265-79-4828
（従業員数 54人 ）

正社員 20060- 3587691 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- 3599891 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 0265-79-4300
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 3605591 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 0265-79-7678
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 3624091 就業場所
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- 3527091 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) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-74-9921
（従業員数 52人 ）

正社員 20060- 3532891 就業場所

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

又は 7時00分～20時00分の
間の8時間程度

ガソリンスタンド店員
月給

伊那石油株式会社

長野県伊那市山寺１９９５
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 160,000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～

300,000円

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
240,000円

所在地・就業場所

営業
月給

スズキ販売株式会社

長野県伊那市上新田２５５９番地１

雇用期間の定めなし
年齢不問

部品入替え作業員≪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～1,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 146,880円～
172,800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
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

又は 6時00分～22時00分の
間の8時間程度

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
生産技術

月給

栄通信工業株式会社

長野県上伊那郡箕輪町木下１１５２６
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～

220,000円
企画営業

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～

350,000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

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

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
業務員

月給
甲信越福山通運株式会社　伊
那支店

長野県上伊那郡南箕輪村北原１６２８
－４６２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 150,800円～
170,800円
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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 0265-83-3331
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 3538691 就業場所 厚生年金基金

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- 3542591 就業場所

不問 (1) 8時10分～17時10分

TEL 0265-85-3034
（従業員数 29人 ）

正社員 20060- 3547991 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- 3548491 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時10分

TEL 0265-72-0558
（従業員数 88人 ）

正社員 20060- 3549791 就業場所
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- 3568591 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- 3571991 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- 3577191 就業場所 長野県伊那市

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- 3578091 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- 3514791 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- 3457391 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- 3458691 就業場所

不問 (1)16時00分～22時00分
(2)13時00分～22時00分

TEL 0265-76-7338
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 3482691 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- 3483991 就業場所 長野県駒ヶ根市

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
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
被服縫製

月給

株式会社　カミイナ

長野県上伊那郡宮田村３４１８
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 141,212円～

146,200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
技術営業

月給

株式会社　南信化成

長野県伊那市美篶８２６８
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
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
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
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
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
建築技術者・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
ＮＣ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

金型製造
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

コンビニスタッフ【急
募】 月給

セブンイレブン東春近店　大
庭　麻衣子

長野県伊那市東春近１２６５－２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 144,000円～

148,000円
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
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不問 (1)10時00分～19時30分
(2) 9時00分～18時30分

TEL 0265-76-7997
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 3484491 就業場所
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- 3491991 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 50人 ）

正社員 20060- 3494891 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 0265-72-2542
（従業員数 18人 ）

正社員 20060- 3498091 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0266-41-5353
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 3499391 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) 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
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
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
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

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

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
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

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

美容師アシスタント
月給

ＯＧＧＩ　ＵＰ　ＨＡＩＲ

長野県伊那市上牧６５５１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 170,000円～

170,000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

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

解体作業および工場内
作業 日給

株式会社　ティーフラット

長野県伊那市日影５８０８番地１
雇用・労災・
健康・厚生9,000円～12,000

円雇用期間の定めなし
年齢不問 198,000円～

264,000円
製品検査

月給
株式会社エム・ケー・サイエ
ンス

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富１８
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 160,000円～

180,000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

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
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
薪ストーブ取付工事

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２４３５番
地 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

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
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
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
又は10時00分～23時00分の
間の8時間

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
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～
350,000円
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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 0265-83-1121
（従業員数 13人 ）

正社員 20060- 3159491 就業場所

不問 (1) 8時10分～17時05分

TEL 0265-83-0217
（従業員数 43人 ）

正社員 20060- 3171091 就業場所 長野県駒ヶ根市
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- 3149391 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- 3058591 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 0265-85-2471
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 3068091 就業場所 厚生年金基金

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- 3072291 就業場所 長野県伊那市
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- 3083091 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 0265-78-9010
（従業員数 28人 ）

正社員 20060- 3103291 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時10分～17時10分

TEL 0265-76-3131
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 3120591 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- 2978791 就業場所 長野県伊那市

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- 2989591 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 0265-98-7796
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 3015591 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- 3030891 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 0265-78-4027
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 3033191 就業場所 長野県伊那市

工事現場管理見習い
月給

株式会社　光洋設備

長野県駒ヶ根市下市場３８番１号
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～

282,000円
検査および組立作業

時給

有限会社　酒井製作所

長野県駒ヶ根市赤穂経塚８－１８
雇用・労災・
健康・厚生

850円～1,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 136,000円～
160,000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
建築施工管理

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
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
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
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
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
営業　《急募》

月給

株式会社　根津製作所

長野県伊那市下新田３０４３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 161,736円～

275,295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
品質保証業務

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 150,000円～

250,000円
土木作業員

日給

ミヤコ商会株式会社

長野県伊那市御園９４－７番地
雇用・労災・
健康・厚生10,000円～12,000

円雇用期間の定めなし
年齢不問 220,000円～

264,000円
機械設計

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
解体現場作業員

月給

南重建設株式会社

長野県伊那市美篶７９０４－１
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


