
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
不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 090-9354-8938
（従業員数 1人 ）

正社員 20060- 8071391 就業場所長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-82-4133
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 8081991 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-79-4155
（従業員数 14人 ）

正社員 20060- 8087191 就業場所
普通自動車免許

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- 8021691 就業場所
普通自動車免許

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- 8024791 就業場所
普通自動車免許

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- 8027591 就業場所長野県上伊那郡飯島町
普通自動車免許

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- 8034291 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

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- 8056691 就業場所長野県伊那市
普通自動車免許

不問 (1) 7時00分～17時00分

TEL 0265-98-8522
（従業員数 33人 ）

正社員 20060- 8058491 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- 8066491 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- 8067791 就業場所長野県駒ヶ根市
普通自動車免許

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- 8009891 就業場所長野県上伊那郡飯島町

不問 (1) 8時00分～18時00分

TEL 0265-82-6690
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 7971691 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-79-7067
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 7958791 就業場所
普通自動車免許

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- 7867691 就業場所
普通自動車免許

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- 7877491 就業場所長野県伊那市

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

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

金型工 月給

株式会社ヤハタ精工

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
４３０５－３

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～
300,000円

医療事務 月給
医療法人　やまおか
耳鼻咽喉科

長野県駒ヶ根市下市場３６－４０ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めな
し 年齢不問 151,200円～

151,200円

雇用・労災10,000円～
15,000円
231,000円～
346,500円

所在地・就業場所

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

雇用期間の定めな
し 年齢不問

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

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

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 146,200円～
170,000円

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 260,000円～
320,000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

一般電気配線工事
及び消防設備配線
工事技術者

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～
280,000円

医療事務　≪急募
≫

月給
高山内科クリニック
高山　伸

長野県駒ヶ根市赤穂１１０３－６ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 170,000円～
170,000円

マシニング加工者 月給
有限会社　橋爪製作
所

長野県上伊那郡箕輪町大字中曽根
４０３－６

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～
240,000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

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
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普通自動車免許
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- 7806191 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時30分

TEL 0265-71-8280
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 7840091 就業場所

不問 (1) 8時00分～16時45分

TEL 0265-98-2021
（従業員数 45人 ）

正社員 20060- 7846891 就業場所 厚生年金基金

不問 (1) 8時00分～16時45分

TEL 0265-98-2021
（従業員数 45人 ）

正社員 20060- 7848591 就業場所 厚生年金基金
普通自動車免許

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- 7800991 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村
普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-96-2434
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 7801491 就業場所長野県伊那市
交替制あり 普通自動車免許

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- 7745391 就業場所長野県駒ヶ根市

不問 (1) 9時00分～20時00分

TEL 0266-41-0019
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 7746691 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-76-1488
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 7707891 就業場所長野県伊那市
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～17時00分

TEL 0265-76-4622
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 7682691 就業場所
普通自動車免許

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- 7523091 就業場所長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 8時00分～17時30分

TEL 0265-85-2339
（従業員数 17人 ）

正社員 20060- 7557091 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時30分

TEL 0265-85-2339
（従業員数 17人 ）

正社員 20060- 7559691 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-89-1011
（従業員数 13人 ）

正社員 20060- 7568691 就業場所長野県上伊那郡飯島町
普通自動車免許

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- 7575391 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許

不問 (1) 7時50分～17時00分

TEL 0265-72-3528
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 7430791 就業場所

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

電気工事業 月給

有限会社Ｋ・Ｅ・Ｓ

長野県伊那市荒井３７８０番地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～

300,000円
ばね製造工 月給

株式会社　コウリョ
ウ

長野県伊那市長谷非持１０６４ 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

梱包業務 月給
株式会社　コウリョ
ウ

長野県伊那市長谷非持１０６４ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 160,000円～
160,000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
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

店頭スタッフ 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

接客・調理補助 月給

有限会社　小坂鯉店

長野県上伊那郡辰野町大字辰野２
０１７

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 151,200円～
161,000円

商品管理及び配達
員

月給
株式会社　オリエン
トオール　伊那支店

長野県伊那市西春近表木前６０６
８－１

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 220,000円～
260,000円

企業福利厚生プラ
ンナー（法人営
業）子育てママ支

月給
大同生命保険株式会
社　伊那営業所

長野県伊那市山寺２８５－６ホー
ジョービル２Ｆ

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 170,000円～
260,000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

溶接・組立・仕上
げ作業

月給

有限会社　近藤鉄工

長野県上伊那郡宮田村６１１０ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 172,000円～
199,000円

マシンオペレー
ター

月給

有限会社　近藤鉄工

長野県上伊那郡宮田村６１１０ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 172,000円～
172,000円

画像検査機検査員 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 150,000円～
180,000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

塗装工 月給

株式会社　ナカツカ

長野県伊那市西春近２４２６－４ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 230,000円～
350,000円
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変形（１年単位） 普通自動車免許
不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-78-3988
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 7436391 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許

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- 7452391 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許

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- 7453691 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- 7454991 就業場所長野県伊那市
普通自動車免許

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- 7462991 就業場所
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- 7463491 就業場所長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許

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- 7464791 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許

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- 7465891 就業場所
普通自動車免許

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- 7480491 就業場所長野県上伊那郡飯島町

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- 7486091 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-78-6230
（従業員数 39人 ）

正社員 20060- 7414491 就業場所長野県伊那市
普通自動車免許

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- 7337291 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村 厚生年金基金
普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 999-9999-9999
（従業員数 2人 ）

正社員 20060- 7349391 就業場所長野県伊那市
普通自動車免許

不問 (1) 9時15分～17時00分

TEL 0265-72-7445
（従業員数 23人 ）

正社員 20060- 7352291 就業場所長野県伊那市
普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-73-0313
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 7356391 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村

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- 7358991 就業場所

林内作業員・重機
オペレーター

日給
有限会社　しんみら
い開発

長野県伊那市美篶７６８３－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

9,000円～
13,000円雇用期間の定めな

し 年齢不問 207,000円～
299,000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

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

土木設計技術者 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 180,000円～

270,000円
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・労
災・健康・
厚生900円～900円

雇用期間の定めな
し 年齢不問 151,200円～

151,200円
補償コンサルタン
ト

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 180,000円～
270,000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

消防設備保守点
検・設備工事技術
者

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～
280,000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
営業社員 月給

長野県パトロール株
式会社南信支社

長野県伊那市上牧６４８０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～
225,000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

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

商工会議所共済／
商工会共済・福祉
制度推進スタッフ

月給
アクサ生命保険株式
会社　伊那営業所

長野県伊那市中央４６０５－８
伊那商工会館４Ｆ

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 180,000円～
240,000円

現場代理人 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 200,000円～
330,000円

ホテル業務全般 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 180,000円～

200,000円
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不問 (1)12時00分～21時00分

TEL 0265-71-8022
（従業員数 1人 ）

正社員 20060- 7359491 就業場所
普通自動車免許

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- 7365691 就業場所
特定曜日のみ(2)(3)

不問 (1) 8時45分～17時30分
(2) 6時00分～15時00分

TEL 0265-98-0340 (3)13時00分～22時00分
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 7394291 就業場所長野県上伊那郡箕輪町 厚生年金基金
変形（１年単位）

不問 (1) 7時45分～17時00分
普通自動車免許

TEL 0265-72-7221
（従業員数 51人 ）

正社員 20060- 7401191 就業場所

ホテル業務全般 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 160,000円～

180,000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

プレス金型組み立
て・調整加工・メ
ンテナンス

月給
ＪＣマイクロ株式会
社

長野県上伊那郡飯島町田切１－５ 雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問 200,000円～
400,000円

又は 6時00分～22時00
分の間の8時間程度

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


