
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

月給
不問 (1)8時45分～17時30分

TEL 0265-98-0340（従業員数 10人 ）
正社員 20060-10429291 就業場所 長野県上伊那郡飯島町 厚生

月給
不問 (1)10時00分～19時00分

TEL 0265-74-2171（従業員数 9人 ）
正社員 20060-10431391 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

月給
不問 (1)10時00分～19時00分

TEL 0265-74-2171（従業員数 7人 ）
正社員 20060-10432691 就業場所 長野県駒ヶ根市

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

TEL 0265-74-9322（従業員数 22人 ）
正社員 20060-10440691 就業場所

月給
不問 (1)8時00分～17時30分

TEL 0265-85-2339（従業員数 15人 ）
正社員 20060-10384391 就業場所

月給
不問 (1)8時00分～17時30分

TEL 0265-85-2339（従業員数 15人 ）
正社員 20060-10385691 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時20分～17時10分

TEL 0265-72-3129（従業員数 23人 ）
正社員 20060-10342091 就業場所 長野県伊那市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 0265-85-2086（従業員数 214人 ）
正社員 20060-10344691 就業場所 長野県上伊那郡宮田村

月給
不問 (1)8時15分～17時00分

TEL 0265-78-2311（従業員数 52人 ）
正社員 20060-10356891 就業場所

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 0265-71-6181（従業員数 29人 ）
正社員 20060-10289391 就業場所

月給
不問 (1)8時20分～17時10分

TEL 0265-86-4886（従業員数 23人 ）
正社員 20060-10256691 就業場所

月給
不問 (1)11時00分～15時00分

(2)18時00分～22時00分

TEL 0265-76-8863（従業員数 3人 ）
正社員 20060-10234291 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村

月給
不問 (1)9時00分～20時00分

TEL 0266-41-0019（従業員数 8人 ）
正社員 20060-10130291 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時20分～17時10分

TEL 0265-72-3129（従業員数 23人 ）

正社員 20060-10143691 就業場所 長野県伊那市

エクセルデータ加工 株式会社小松総合印刷
所

雇用・労
災・健康・
厚生194,450円～

313,050円雇用期間の定めなし 不問

精密部品検査作業 株式会社　マスダ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形160,000円～

250,000円雇用期間の定めなし 不問

溶接・組立・仕上げ
作業

有限会社　近藤鉄工 雇用・労
災・健康・
厚生172,000円～

199,000円雇用期間の定めなし 不問

マシンオペレーター 有限会社　近藤鉄工 雇用・労
災・健康・
厚生172,000円～

172,000円雇用期間の定めなし 不問

長野県上伊那郡宮田村６１１０

162,000円～
168,000円雇用期間の定めなし 不問

自動プレス機オペ
レーター

株式会社　アクト・
ジャパン伊那工場

雇用・労
災・健康・
厚生170,000円～

200,000円雇用期間の定めなし 不問

製品設計業務 株式会社赤羽電具製作
所

雇用・労
災・健康・
厚生・財形192,000円～

229,000円雇用期間の定めなし 不問

雇用・労
災・健康・
厚生160,000円～

250,000円

所在地・就業場所

プレス製品の検査、
測定作業

ＪＣマイクロ株式会社

雇用期間の定めなし 不問

長野県上伊那郡飯島町田切１－５

店頭販売スタッフ 兼松コミュニケーショ
ンズ株式会社（伊那・
箕輪・駒ヶ根）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形162,000円～

168,000円雇用期間の定めなし 不問

店頭販売スタッフ 兼松コミュニケーショ
ンズ株式会社（伊那・
箕輪・駒ヶ根）

検査・梱包 タクマン電子株式会社 雇用・労
災・健康・
厚生140,000円～

140,000円雇用期間の定めなし 不問

長野県上伊那郡飯島町飯島２１６９－１５

アクリル板製造 株式会社カナセ　長野
工場

雇用・労
災・健康・
厚生・財形164,100円～

222,000円雇用期間の定めなし 不問

接客・調理補助 有限会社　小坂鯉店 雇用・労
災・健康・
厚生151,200円～

161,000円雇用期間の定めなし 不問

調理補助・接客 株式会社　口福商店 雇用・労
災・健康・
厚生165,530円～

165,530円雇用期間の定めなし 不問

印刷物加工（ポスト
プレス加工）

株式会社小松総合印刷
所

雇用・労
災・健康・
厚生194,450円～

313,050円雇用期間の定めなし 不問

長野県伊那市山寺２８６－４

長野県伊那市山寺２８６－４ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

長野県伊那市美篶７３０２－３

長野県上伊那郡宮田村６１１０

長野県伊那市横山１０９５５－１

長野県上伊那郡宮田村６６８９番地１

長野県伊那市上の原７１１６

長野県上伊那郡南箕輪村北原１６２８－６

長野県上伊那郡南箕輪村７２３３－１ 調理師

長野県上伊那郡辰野町大字辰野２０１７

長野県伊那市横山１０９５５－１

℡ ０２６５－７３－８６０９ 
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月給
不問 (1)12時00分～21時00分

TEL 0265-71-8022（従業員数 1人 ）
正社員 20060-10154791 就業場所

月給
不問 (1)12時00分～21時00分

(2)6時30分～15時30分
(3)10時00分～19時00分

TEL 0265-71-8022（従業員数 1人 ）
正社員 20060-10155891 就業場所

時給
不問 (1)8時10分～17時05分

TEL 0265-83-0217（従業員数 43人 ）
正社員 20060-10087091 就業場所 長野県駒ヶ根市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

TEL 0265-74-8844（従業員数 120人 ）
正社員 20060-10090491 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

TEL 0265-74-8844（従業員数 120人 ）
正社員 20060-10101391 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

TEL 0265-79-4155（従業員数 14人 ）
正社員 20060-10050291 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

TEL 0265-85-4751（従業員数 10人 ）
正社員 20060-10016491 就業場所

日給
不問 (1)7時00分～17時00分

TEL 0265-74-8891（従業員数 3人 ）
正社員 20060-10028591 就業場所 長野県伊那市

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 0265-70-7908（従業員数 18人 ）
正社員 20060- 9859791 就業場所

日給
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- 9919691 就業場所

月給
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- 9801591 就業場所

ホテル業務全般 信州愛和の森ホテル
（ホテル愛和）

雇用・労災

160,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 不問

検査および組立作業 有限会社　酒井製作所 雇用・労
災・健康・
厚生136,000円～

160,000円雇用期間の定めなし 不問

ホテル業務全般 信州愛和の森ホテル
（ホテル愛和）

雇用・労災

180,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 不問

長野県伊那市西箕輪３８７０－１

一般事務 株式会社イチハラフー
ズ伊那工場

雇用・労
災・健康・
厚生170,000円～

180,000円雇用期間の定めなし 不問

食品製造（製造ライ
ンリーダー候補）
※急募

株式会社イチハラフー
ズ伊那工場

雇用・労
災・健康・
厚生180,000円～

300,000円雇用期間の定めなし 不問

吹付塗装工　又は
見習い

株式会社　中央塗装 雇用・労
災・健康・
厚生190,000円～

250,000円雇用期間の定めなし 不問

長野県上伊那郡宮田村６１１１番地８

金型工 株式会社ヤハタ精工 雇用・労
災・健康・
厚生・財形200,000円～

300,000円雇用期間の定めなし 不問

製造 大丸化学産業株式会社
長野工場

雇用・労
災・健康・
厚生153,000円～

220,000円雇用期間の定めなし 不問

断熱工（断熱材の吹
付け）の補助作業

湯沢断熱　湯澤崇 雇用・労災

216,000円～
280,800円雇用期間の定めなし 不問

マシニング加工者 有限会社　橋爪製作所 雇用・労
災・健康・
厚生・財形170,000円～

240,000円雇用期間の定めなし 不問

建築業（内装） 中谷建築　中谷臣一郎 雇用・労災

184,000円～
345,000円雇用期間の定めなし 不問

長野県伊那市西箕輪３８７０－１

長野県駒ヶ根市赤穂経塚８－１８

長野県伊那市西町５３８０－１

長野県伊那市西町５３８０－１

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪４３０５
－３

長野県伊那市東春近７７６６－３

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１６１９
２－５

長野県上伊那郡辰野町大字樋口４０６－４

長野県上伊那郡箕輪町大字中曽根４０３－
６


