
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年単位）
不問 (1) 7時30分～16時15分

(2) 8時30分～17時15分
TEL 0265-70-8075

（従業員数 34人 ）
正社員 20060- 5543291 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 (1) 7時45分～17時00分

TEL 0265-78-8208
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 5548691 就業場所長野県伊那市

不問

TEL 0265-72-2501
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 5550891 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30分～17時30分
(2)16時00分～ 9時00分

TEL 0265-71-8566 (3) 6時00分～15時00分
（従業員数 23人 ）

正社員 20060- 5508791 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 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-96-2434
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 5511091 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 0265-98-0007
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 5513691 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 0265-96-0945
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 5522991 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00分

TEL 0265-72-1212
（従業員数 28人 ）

正社員 20060- 5528191 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-1212
（従業員数 28人 ）

正社員 20060- 5529091 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 0265-72-1212
（従業員数 28人 ）

正社員 20060- 5531491 就業場所
交替制あり

不問 (1) 8時30分～17時30分
(2)10時00分～19時00分

TEL 0265-72-2686 (3)10時30分～19時30分
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 5481291 就業場所長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～15時00分
(2)14時00分～22時00分

TEL 0265-77-1002
（従業員数 27人 ）

正社員 20060- 5386191 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15分

TEL 0265-78-1024
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 5396091 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 0265-71-3201
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 5326891 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 0265-79-2035
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 5341891 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 0265-76-9683
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 5348991 就業場所

住宅設備工事（上
下水道、配管工
事）

日給

有限会社　唐木設備

長野県伊那市西春近９７ 雇用・労
災・健康・
厚生

8,000円～
15,000円雇用期間の定めな

し 年齢不問 176,800円～
331,500円

建築土木現場管理 月給
箕輪建設工業株式会
社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１１９４８

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 202,000円～
350,000円

葬儀コーディネー
ター≪急募≫

月給
株式会社　愛光典礼
社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８４３９－２

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 180,000円～
300,000円

営業 月給

有限会社　丸中産業

長野県上伊那郡南箕輪村５６０９
番地２

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

フロントスタッフ 月給 株式会社ホテルオオ
ハシ　　ホテルセン
ピア

長野県伊那市狐島　４８１９ー３
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～
200,000円

又は 7時00分～22時00
分の間の8時間程度

販売スタッフ 月給
有限会社　フランセ
板屋

長野県伊那市山寺１９８２番地 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

大型改修工事企画
施行

月給

南信工営株式会社

長野県伊那市西春近２５４７ 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

営業及び工事管理 月給

南信工営株式会社

長野県伊那市西春近２５４７ 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

工事管理 月給

南信工営株式会社

長野県伊那市西春近２５４７ 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

営業 月給
ＰＨメンテナンス株
式会社　飯田営業所

長野県上伊那郡飯島町飯島２１６
９－１８０

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 200,000円～
200,000円

雇用・労
災・健康・
厚生900円～900円

151,200円～
151,200円

所在地・就業場所

外観検査（目視） 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

雇用期間の定めな
し 年齢不問

産業廃棄物分別処
理作業員

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

8,000円～
10,000円雇用期間の定めな

し 年齢不問 178,400円～
223,000円

ヘアーメイク・着
付け
（写真スタジオ）

月給 株式会社フォトス
タ・トゥエンティー
ワン

長野県伊那市荒井３４９２－１７ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 160,000円～
240,000円

又は 8時30分～18時00
分の間の8時間程度

介護員　※急募 月給
有限会社タウンハウ
ス

長野県駒ヶ根市赤穂１４４９０ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 141,212円～
170,000円

警備業 日給

有限会社　清水電工

長野県伊那市高遠町藤澤３６４７
－４

雇用・労
災・健康・
厚生

8,000円～
12,000円雇用期間の定めな

し 年齢不問 176,000円～
264,000円

折曲機技術者 月給
有限会社　日進ウェ
ルディング

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１５４５

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30分～17時30分

TEL 0265-96-2434
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 5350291 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村

不問 (1) 8時30分～12時30分
(2)15時30分～19時30分

TEL 0265-77-5512
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 5221291 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 0265-88-2416
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 5225391 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 0265-78-3037
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 5229791 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 0265-81-1730
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 5195691 就業場所

不問 (1)12時00分～21時00分
(2) 6時30分～15時30分

TEL 0265-71-8022 (3)10時00分～19時00分
（従業員数 1人 ）

正社員 20060- 5091991 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- 5109591 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時10分

TEL 0265-72-3129
（従業員数 23人 ）

正社員 20060- 5115891 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 0265-74-9570
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 5121491 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

TEL 999-9999-9999
（従業員数 2人 ）

正社員 20060- 5005091 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 0266-44-2022
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 5012191 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15分

TEL 0265-82-3111
（従業員数 27人 ）

正社員 20060- 5028291 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

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- 5030391 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- 5031691 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 0266-41-4455
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 5041491 就業場所長野県上伊那郡辰野町
変形（１年単位）

不問 (1) 7時45分～17時00分
普通自動車免許一種

TEL 0265-72-7221
（従業員数 51人 ）

正社員 20060- 5043891 就業場所

営業 月給

西武建工株式会社

長野県伊那市山寺２５４－４ 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～
300,000円

電気工事作業 月給

有限会社　デンコー

長野県上伊那郡辰野町大字平出１
１６３

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

道路舗装工事作業
員

日給

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

10,000円～
13,500円雇用期間の定めな

し 年齢不問 217,000円～
292,950円

土木工事現場管
理・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

営業活動 月給

株式会社　丸滝

長野県駒ヶ根市北町１０番６号 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～
250,000円

機械加工および研
削加工

月給
有限会社　スガハラ
精研

長野県上伊那郡辰野町大字平出１
１１１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 160,000円～
200,000円

電気通信工事・交
通誘導

日給
株式会社　Ｋａｎａ
ｄａ　伊那営業所

長野県伊那市狐島４０５１ 雇用・労
災・健康・
厚生

7,000円～
15,000円雇用期間の定めな

し 年齢不問 160,300円～
343,500円

土木作業員 日給

株式会社佐藤建設

長野県伊那市御園８３７－１２ 雇用・労
災・健康・
厚生

7,000円～
12,000円雇用期間の定めな

し 年齢不問 154,000円～
264,000円

加工・仕上げ梱包 月給
株式会社小松総合印
刷所

長野県伊那市横山１０９５５－１ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 194,450円～
313,050円

石材加工、工事作
業員

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

ホテル業務全般
≪急募≫

月給
信州愛和の森ホテル
（ホテル愛和）

長野県伊那市西箕輪３８７０－１

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 170,000円～

190,000円

機械オペレーター
（フライス・マシ
ニング・ワイヤー

月給

株式会社ＡＩ精工

長野県駒ヶ根市赤穂１５－４２７ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めな
し 年齢不問 200,000円～

300,000円

販売車両の清掃 日給

有限会社　浦野商事

長野県伊那市境１９３９－２ 雇用・労
災・健康・
厚生

7,000円～
7,000円雇用期間の定めな

し 年齢不問 154,000円～
154,000円

鉄パイプ加工・鉄
工一般

月給
有限会社　南原製作
所

長野県上伊那郡中川村片桐６５１
２－１２０

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

動物看護及び受付
事務（動物病院）

月給
つじもと動物病院
辻元　和明

長野県伊那市小沢７９８４－５ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めな
し 年齢不問 133,000円～

140,000円

電気工事業 月給

有限会社　清水電工

長野県伊那市高遠町藤澤３６４７
－４

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
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普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0265-73-0139
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 5084491 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30分
(2) 8時30分～18時00分

TEL 0265-72-5121 (3)10時30分～20時00分
（従業員数 33人 ）

正社員 20060- 4974991 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 090-9354-8938
（従業員数 1人 ）

正社員 20060- 4928891 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 0265-86-4254
（従業員数 31人 ）

正社員 20060- 4933991 就業場所
交替制あり

不問 (1) 8時30分～17時30分
(2)11時00分～20時00分

TEL 0265-88-2033
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 4938591 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-78-4027
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 4950791 就業場所長野県伊那市

不問 (1)10時00分～19時00分

TEL 0265-74-2171
（従業員数 9人 ）

正社員 20060- 4957691 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1)10時00分～19時00分

TEL 0265-74-2171
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 4958991 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30分～17時30分

TEL 0265-89-1011
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 4968791 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-98-0713
（従業員数 16人 ）

正社員 20060- 4971091 就業場所長野県上伊那郡中川村
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- 4868091 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時30分

TEL 0266-41-3439
（従業員数 2人 ）

正社員 20060- 4852691 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 中型自動車免許一種

TEL 0265-72-8699
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 4773991 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- 4794191 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村 厚生年金基金
変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時00分～17時40分

TEL 0265-77-0233
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 4802991 就業場所

精肉加工作業及び
販売

月給
大三ミート産業株式
会社

長野県伊那市上牧６６０１
生鮮市場伊那店内

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 230,000円～
300,000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

下水道官の調査・
修繕
（ＴＶカメラ・ロ

月給

有限会社　しげの

長野県伊那市日影５９５－２ 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～
380,000円

建築業（内装） 日給
中谷建築　中谷臣一
郎

長野県上伊那郡辰野町大字樋口４
０６－４ 雇用・労災8,000円～

15,000円雇用期間の定めな
し 年齢不問 184,000円～

345,000円

ＣＡＤオペレー
ター

月給

栄通信工業株式会社

長野県上伊那郡箕輪町木下１１５
２６

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

制御盤の組立・配
線

月給
株式会社　ライフ
テック

長野県上伊那郡中川村片桐５６５
－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～
200,000円

生産管理 月給
株式会社　オーイー
エス

長野県上伊那郡飯島町七久保２６
００－１

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

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

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

建設現場作業員 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

接客業務 月給
中川観光開発株式会
社

長野県上伊那郡中川村大草４４８
９

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

ショットブラスト
機操作・エンドレ
ス加工

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 170,000円～
230,000円

解体作業員 日給

アイト総業

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
６０５５ 雇用・労災10,000円～

15,000円雇用期間の定めな
し 年齢不問 231,000円～

346,500円

ガソリンスタンド
スタッフ

月給

扇屋石油株式会社

長野県伊那市坂下３３０９ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めな
し 年齢不問 165,500円～

254,500円

電気設計全般 月給
株式会社　ＭＥＳ甲
信

長野県伊那市美篶５８３０－１ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 170,000円～
250,000円


