
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30分～20時30分

TEL 0265-73-2253
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 7315391 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-88-2033
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 7292391 就業場所
交替制あり

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-88-2260
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 7258591 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-74-6003
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 7263791 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-74-7325
（従業員数 16人 ）

正社員 20060- 7326491 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 0265-82-3500
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 7225191 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時30分

TEL 0265-78-4573
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 7232591 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 0266-43-0638
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 7152591 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30分

TEL 0265-72-7147
（従業員数 16人 ）

正社員 20060- 7155391 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- 7169291 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 0265-72-7147
（従業員数 16人 ）

正社員 20060- 7171391 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- 7088491 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 0265-86-4310
（従業員数 18人 ）

正社員 20060- 7102191 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- 7103091 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時30分

TEL 0265-83-1810
（従業員数 70人 ）

正社員 20060- 7049591 就業場所長野県上伊那郡宮田村

不問 (1) 8時20分～17時00分

TEL 0265-83-3758
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 7054791 就業場所

リフォームアドバ
イザー　（Ｉ・Ｕ
ターン併用）【急

月給
アップルペイント株
式会社　伊那支店

長野県伊那市中央４７４７－７ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めな
し 年齢不問 220,000円～

400,000円

営業社員 月給
株式会社　リスク
ガード

長野県上伊那郡南箕輪村５４３１
－２

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

成形機オペレー
ター（現場の管理
含む）　《急募》

月給

有限会社　中川電子

長野県上伊那郡中川村片桐４５０
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～
230,000円

フロント 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 155,000円～

200,000円
又は 7時30分～21時00
分の間の8時間程度

所在地・就業場所

調理・接客 月給
みのやさくら亭　檀
野有良

長野県伊那市西箕輪６８６６－１
６ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 180,000円～

350,000円

建築設備施工管理 月給
駒ヶ根管工業　株式
会社

長野県駒ケ根市赤穂１４６９９－
５

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

整備士 月給
有限会社　伊那スズ
キ

長野県伊那市西町４９７０－８ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 160,000円～
243,000円

水稲栽培・花の栽
培

時給
有限会社石川ライス
センター

長野県上伊那郡辰野町大字赤羽１
１４－１０

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
機械技術員 月給

ミズホ鋼機　株式会
社　伊那支店

長野県伊那市中央５１４０ 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

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

モノレール仮設工 月給
ミズホ鋼機　株式会
社　伊那支店

長野県伊那市中央５１４０ 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

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

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

ドーナツ等の商品
開発

月給

株式会社北川製菓

長野県駒ヶ根市赤穂１４－３２９ 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

プレスオペレー
ター

月給
有限会社　赤穂製作
所

長野県駒ヶ根市下平２９３５番地
３４３

雇用・労
災・健康・
厚生・財形雇用期間の定めな

し 年齢不問 181,050円～
181,050円
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普通自動車免許一種
不問 (1)10時00分～22時00分

TEL 0265-85-2280
（従業員数 9人 ）

正社員 20060- 7058191 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 0265-74-6666
（従業員数 12人 ）

正社員 20060- 7064291 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

TEL 0265-82-2006
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 6993091 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時25分

TEL 0265-78-6651
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 6997491 就業場所
変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時30分～18時30分
(2) 9時30分～20時00分

TEL 0265-84-1131 (3) 8時30分～14時00分
（従業員数 47人 ）

正社員 20060- 7000091 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- 7020791 就業場所長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時45分～17時00分

TEL 0265-72-3175
（従業員数 21人 ）

正社員 20060- 7037491 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

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0266-41-1520
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 6919091 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- 6920991 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- 6867991 就業場所

不問 (1)15時00分～ 0時00分

TEL 0265-98-7380
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 6870591 就業場所

不問 (1)15時00分～ 0時00分

TEL 0265-98-7380
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 6871191 就業場所
変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0266-41-1520
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 6883991 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 0265-79-9768
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 6810291 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時25分～17時15分

TEL 0265-79-8566
（従業員数 13人 ）

正社員 20060- 6861291 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時30分

TEL 0265-79-0601
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 6864091 就業場所

調理補助・レスト
ランホール係

月給

有限会社　山田鉄工

長野県上伊那郡宮田村５４５０ 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

営業（業務用消耗
品）

月給

株式会社　折勝

長野県伊那市西春近５８５８－１ 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～

300,000円
建築鉄骨の加工・
組立

月給
信州中建工業有限会
社

長野県駒ヶ根市赤穂４８４１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～
330,000円

製造業（制御盤製
作・計装工事）及
び電気工事

月給
株式会社　Ａ・Ｍ・
Ｃ

長野県上伊那郡南箕輪村２３６４ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 185,000円～
230,000円

歯科助手（アシス
タント）

月給 医療法人　Ｓｍｉｌ
ｅ＆Ｗｅｌｌｎｅｓ
ｓ　あるが歯科クリ
ニック

長野県上伊那郡宮田村７５５６－
２５

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
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

コンクリート試験
室員

月給

マルタ工業株式会社

長野県上伊那郡南箕輪村神子柴７
５３４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 190,000円～
210,000円

品質管理業務 月給
坂本屋生コン株式会
社

長野県上伊那郡辰野町大字赤羽３
８６番地

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 190,000円～
270,000円

営業技術者 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 200,000円～
270,000円

土木作業員 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

ホールスタッフ 月給

居酒家だもの

長野県伊那市坂下３２０１－１ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 200,000円～
250,000円

又は15時00分～ 0時00
分の間の3時間以上

調理スタッフ 月給

居酒家だもの

長野県伊那市坂下３２０１－１ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 200,000円～
250,000円

又は15時00分～ 0時00
分の間の3時間以上

配車業務（出荷業
務）

月給
坂本屋生コン株式会
社

長野県上伊那郡辰野町大字赤羽３
８６番地

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 190,000円～
270,000円

自動車修理・整備
他　
板金・塗装

月給

中谷自動車有限会社

長野県上伊那郡箕輪町東箕輪４８
９０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 160,000円～
250,000円

プリント基板の露
光作業

月給
有限会社　コイケ精
工

長野県　上伊那郡箕輪町　大字中
箕輪　１１３７２－１番地

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 152,064円～
152,064円

精密板金加工 月給
株式会社　キョウユ
ウ技研

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１５６２０－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 160,000円～
180,000円
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普通自動車免許一種
不問 (1) 8時20分～17時30分

TEL 0265-79-0601
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 6866691 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- 6743491 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 0265-73-0313
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 6757091 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-72-8861
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 6758391 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～18時00分

TEL 0265-78-7181
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 6784691 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 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-78-7181
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 6785991 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) 7時45分～17時00分

TEL 0265-82-2171
（従業員数 22人 ）

正社員 20060- 6676191 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- 6721591 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 0265-72-2714
（従業員数 37人 ）

正社員 20060- 6580391 就業場所
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- 6588191 就業場所
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- 6589091 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00分

TEL 0265-83-3715
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 6544891 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00分

TEL 0265-83-3715
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 6545291 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 0265-96-0882
（従業員数 9人 ）

正社員 20060- 6557691 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 0265-78-4151
（従業員数 25人 ）

正社員 20060- 6475091 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15分

TEL 0265-79-0999
（従業員数 24人 ）

正社員 20060- 6491091 就業場所

プログラミング 月給
株式会社　キョウユ
ウ技研

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１５６２０－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 160,000円～
180,000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
営業（リフォー
ム・物品・自社提
案商品）

月給
有限会社　あーす
ホーム

長野県上伊那郡南箕輪村８２８３
－３

雇用・労
災・健康・
厚生・財形雇用期間の定めな

し 年齢不問 183,000円～
250,000円

車両整備士 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～
250,000円

営業アシスタント
（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 180,000円～

200,000円
営業（アイフル
ホーム伊那店）

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

総合建設業 日給

小澤建設株式会社

長野県駒ヶ根市赤穂９１７２

雇用・労災8,000円～
16,000円雇用期間の定めな

し 年齢不問 170,000円～
340,000円

ケアマネージャー 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

1,300円～
1,300円雇用期間の定めな

し 年齢不問 208,000円～
208,000円

土木・上下水道作
業、型枠作業重機
オペレーター、舗

月給
廣瀬建設工業株式会
社

長野県伊那市日影３３４－３ 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

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
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

給排水工事 月給

中澤木材株式会社

長野県駒ヶ根市中沢４１１７ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 220,000円～
370,000円

土木作業員 日給

中澤木材株式会社

長野県駒ヶ根市中沢４１１７ 雇用・労
災・健康・
厚生

6,700円～
10,700円雇用期間の定めな

し 年齢不問 180,080円～
299,680円

土木作業員 日給

株式会社　長城

長野県伊那市手良中坪１７７８－
１

雇用・労
災・健康・
厚生

8,000円～
13,000円雇用期間の定めな

し 年齢不問 176,000円～
286,000円

現場代理人 月給
岩澤建設株式会社
伊那支店

長野県伊那市西春近５２８２－１ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 215,350円～
376,860円

部品加工・ＦＡ機
器の組立

月給

ＴＥＥＭ株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１０８００－１４

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～
240,000円
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                 https://www.hellowork.go.jp/ 

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- 6494991 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 0265-96-0832
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 6506091 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

長野県上伊那郡箕輪町大字東箕輪
５２３１－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 180,000円～
270,000円

足場工事、住宅基
礎、土木工事

日給

小林工業

長野県伊那市西春近２４９７－１
雇用・労
災・健康10,000円～

15,000円雇用期間の定めな
し 年齢不問 220,000円～

330,000円


