
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15分

TEL 0265-79-7678
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 6438491 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- 6443391 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-86-5209
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 6450091 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 0265-85-2471
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 6422891 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30分

TEL 0265-82-3011
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 6388091 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 0265-96-2788
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 6397691 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- 6398991 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- 6408191 就業場所長野県伊那市

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- 6355391 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 0265-72-3862
（従業員数 13人 ）

正社員 20060- 6366491 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- 6293391 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- 6294691 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- 6295991 就業場所
変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～17時05分

TEL 0265-88-3852
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 6299291 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- 6325891 就業場所長野県伊那市 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15分～17時30分

TEL 0265-72-6382
（従業員数 9人 ）

正社員 20060- 6341791 就業場所長野県伊那市

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

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

加工、組立 時給

有限会社　信英精密

長野県上伊那郡飯島町田切３２３
９－１５１

雇用・労
災・健康・
厚生

821円～1,000
円雇用期間の定めな

し 年齢不問 134,890円～
164,300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

所在地・就業場所

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
４２３７－７

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

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

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

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

ａｕショップス
タッフ《急募》

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

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

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

金型製造（研磨・
フライス加工）

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

鉄線加工 月給
株式会社　クマガイ
メッシュ

長野県上伊那郡中川村片桐６５１
２－２３９

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 180,000円～
280,000円

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

又は 7時00分～20時00
分の間の8時間程度

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
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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 0265-98-8522
（従業員数 33人 ）

正社員 20060- 6248291 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～20時00分

TEL 0265-73-5995
（従業員数 2人 ）

正社員 20060- 6266191 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

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- 6214891 就業場所 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 69人 ）

正社員 20060- 6216591 就業場所長野県上伊那郡宮田村 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 0265-79-9028
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 6147691 就業場所

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- 6155691 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- 6096291 就業場所

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- 6106691 就業場所
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- 6128591 就業場所長野県上伊那郡宮田村
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 0265-79-2218
（従業員数 53人 ）

正社員 20060- 6082391 就業場所 厚生年金基金

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- 5929891 就業場所長野県上伊那郡宮田村

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- 5933691 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-76-9311
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 5945891 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- 5844391 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- 5846991 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- 5859591 就業場所

事務及び営業　≪
急募≫

月給
清水解体工業　株式
会社

長野県伊那市西春近小屋敷６３８
－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

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

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 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

舗装工事・一般土
木作業員

日給

有限会社ユウア

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１１
１７８－４

雇用・労
災・健康・
厚生

11,000円～
13,000円雇用期間の定めな

し 年齢不問 253,000円～
299,000円

美容師アシスタン
ト

月給
ＯＧＧＩ　ＵＰ　Ｈ
ＡＩＲ

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
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

一般廃棄物収集運
搬
【有期実習型訓

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 240,000円～
240,000円

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

管更生作業員 日給
浅川建設工業株式会
社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１１３６３－１

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

12,000円～
18,000円雇用期間の定めな

し 年齢不問 264,000円～
396,000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

土木施工管理（現
場代理人）

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

倉庫内作業員 月給
日通伊那運輸株式会
社

長野県伊那市中の原８２２８－１
６７

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 159,000円～
159,000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

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

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１６
２８－４６２

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）
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- 5869091 就業場所長野県駒ヶ根市
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- 5886091 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 0265-83-1121
（従業員数 13人 ）

正社員 20060- 5900691 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- 5901991 就業場所

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- 5912291 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 0265-74-5795
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 5737291 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 0265-78-4027
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 5748091 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10分～17時10分

TEL 0265-81-5622
（従業員数 39人 ）

正社員 20060- 5751891 就業場所
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 0265-79-9981
（従業員数 22人 ）

正社員 20060- 5757691 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時20分～17時00分

TEL 0265-73-4077
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 5762191 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10分

TEL 0265-96-0191
（従業員数 77人 ）

正社員 20060- 5687491 就業場所

不問 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0265-88-3337
（従業員数 16人 ）

正社員 20060- 5703291 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- 5711291 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- 5712591 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時10分

TEL 0265-72-2474
（従業員数 9人 ）

正社員 20060- 5720591 就業場所

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- 5632591 就業場所長野県伊那市

組立作業員≪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

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
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

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

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
一般土木、住宅外
構、解体、　鳶
≪急募≫

月給

株式会社　結城

長野県伊那市西春近２３２４ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 180,000円～
400,000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

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

配達・営業（ルー
トセールス）

時給
株式会社　パルコー
ト

長野県上伊那郡箕輪町大字三日町
１０８１－１

雇用・労
災・健康・
厚生

1,100円～
1,200円雇用期間の定めな

し 年齢不問 173,250円～
189,000円

現場管理・軽作業 月給
株式会社　伍福園
伊那営業所

長野県伊那市仙美７８７０－１ 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～
220,000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

調理師 時給 特定非営利活動法人
かつら
（宅幼老所　かつ
ら）

長野県上伊那郡中川村葛島６８５ 雇用・労
災・健康・
厚生850円～950円

雇用期間の定めな
し 年齢不問 136,000円～

152,000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

電気制御設計 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

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

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
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  （9月版） 本誌は令和元年7月に求人が提出された、                 

年齢不問かつ運転免許以外の資格が不問の 正社員 求人一覧です。 

○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/ 

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- 5653991 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- 5580691 就業場所

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

コンビニスタッフ 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 151,000円～

155,000円


