
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) 9時00分～18時30分

TEL 0265-81-0166
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 2670891 就業場所 厚生年金基金
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時25分～17時15分

TEL 0265-82-5111
（従業員数 109人 ）

正社員 20060- 2679791 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-96-0295
（従業員数 17人 ）

正社員 20060- 2684691 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

不問 (1) 9時15分～18時15分

TEL 0265-73-7881
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 2685991 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- 2589991 就業場所
変形（１年単位）

不問

TEL 0265-81-7722
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 2608091 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 0265-73-1200
（従業員数 45人 ）

正社員 20060- 2614191 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) 9時00分～18時00分

TEL 0265-73-1200
（従業員数 45人 ）

正社員 20060- 2615091 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

69歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-85-1015
（従業員数 41人 ）

正社員 20060- 2633691 就業場所 長野県上伊那郡宮田村
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- 2654291 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- 2656191 就業場所
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 危険物取扱者（丙種）

危険物取扱者（乙種）

TEL 0265-83-4165
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 2552391 就業場所
変形（１年単位） 調理師

不問 (1) 6時30分～15時30分
(2) 7時30分～16時30分

TEL 0265-73-3131 (3) 9時30分～18時30分
（従業員数 70人 ）

正社員 20060- 2560391 就業場所
普通自動車免許一種

39歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-79-9646
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 2566291 就業場所 厚生年金基金

レンタル商品の貸出・
配送・メンテナンス・
その他業務

月給
株式会社レントボック
ス

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪９
７０７ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

180,000円～
250,000円

調理師
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 180,000円～

260,000円

燃料配送・設備工事等
月給

有限会社田中燃料店

長野県駒ヶ根市中央１２－１４
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 230,000円～

250,000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

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
自動機・省力化機械の
営業 月給

天竜精機株式会社

長野県駒ヶ根市東伊那５６５０
雇用・労災・
健康・厚生

所在地・就業場所

衣装スタッフ・ウエ
ディングプランナー及
び撮影アシスタント

月給
有限会社　本多写真館
（フォトガーデンホン
ダ）

長野県駒ヶ根市飯坂１－７－３　伊
南バイパス通り沿い

株式会社　ＫＯＵＳＥ
Ｉ

長野県上伊那郡飯島町本郷１５７

雇用期間の定めなし
年齢不問 200,000円～

250,000円

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

現場作業者
月給

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

200,000円

ショールームスタッフ
月給

株式会社ノースフィー
ルド

長野県伊那市上牧６５６４

レストランでの厨房ス
タッフ 月給

南信州ビール株式会社

長野県駒ヶ根市赤穂７５９番地４４
７ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

250,000円
10時00分～23時00分の間

の8時間程度

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

介護用品アドバイザー
月給

株式会社　介護セン
ター花岡　伊那店

長野県伊那市下新田３１９８－１
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～

300,000円

介護用品アドバイザー
月給

株式会社　介護セン
ター花岡　伊那店

長野県伊那市下新田３１９８－１
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～

300,000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

介護スタッフ（宅幼老
所） 時給

有限会社　わが家

長野県上伊那郡宮田村７６１２－１
１ 雇用・労災・

健康・厚生
850円～1,000円

雇用期間の定めなし
省令１号 145,520円～

171,200円
又は17時30分～ 8時30分

の間の8時間
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◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 
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変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 (1) 6時00分～15時00分

(2)15時00分～ 0時00分
TEL 0265-78-6230

（従業員数 2人 ）
正社員以外 20060- 2568191 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) 9時00分～18時00分

TEL 0265-71-3201
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 2516891 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
変形（１ヶ月単位）

不問

TEL 0265-83-7813
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 2517291 就業場所
変形（１ヶ月単位） 美容師

不問 (1) 9時00分～18時30分
(2) 9時30分～19時00分

TEL 0265-79-3273
（従業員数 40人 ）

正社員 20060- 2518591 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

66歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 2527191 就業場所
変形（１週間単位非定型的）

不問 (1) 6時45分～15時45分
(2)10時00分～19時00分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060- 2537691 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) 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- 2478291 就業場所 厚生年金基金
美容師

不問 (1)10時00分～19時00分

TEL 0265-82-2708
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 2491491 就業場所 長野県駒ヶ根市

美容師
月給

ｎ－ｗｅｓｔ　平澤
直也

長野県駒ヶ根市経塚１－１４

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

200,000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３１
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

ガソリンスタンドでの
給油
洗車等の接客業務

時給
有限会社ジェイシステ
ム

長野県上伊那郡南箕輪村８９８５番
地－１ 雇用・労災・

健康・厚生
1,200円～1,200円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 205,440円～

205,440円

営業及びスタッフ管理
月給

セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号 200,000円～

390,000円

美容師、美容師研修生
月給

有限会社　松島美容室

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８
５０４－６ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 161,000円～
161,000円

接客業務
月給

有限会社しぶき荘

長野県駒ヶ根市東伊那６３７４－２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 190,000円～

250,000円
 6時00分～22時00分の間

の8時間

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８
４３９－２ 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

施設警備員
時給

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

850円～850円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号 140,000円～

140,000円


