
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

変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1) 7時00分～16時00分

(2) 9時00分～18時00分
TEL 0265-84-1311 (3)14時00分～23時00分

（従業員数 141人 ）
正社員 20060-  371591 就業場所

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
18歳～59歳 (1) 7時00分～16時00分

(2) 9時00分～18時00分
TEL 0265-82-8010 (3)14時00分～23時00分

（従業員数 20人 ）
正社員 20060-  376991 就業場所

変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1) 6時30分～15時30分

(2)11時30分～20時30分
TEL 0265-77-0350 (3)21時30分～ 6時30分

（従業員数 124人 ）
正社員以外 20060-  381091 就業場所 長野県伊那市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 6時30分～15時30分

(2)10時00分～19時00分
TEL 0265-77-0350 (3)17時15分～10時15分

（従業員数 45人 ）
正社員以外 20060-  383691 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
59歳以下 (1) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修

(2) 9時30分～18時30分 普通自動車免許一種
TEL 0265-77-0350 (3)11時30分～20時30分

（従業員数 75人 ）
正社員 20060-  384991 就業場所 長野県駒ヶ根市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 7時00分～16時00分

(2) 9時30分～18時30分
TEL 0265-77-0350 (3)11時30分～20時30分

（従業員数 75人 ）
正社員以外 20060-  385491 就業場所 長野県駒ヶ根市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 6時45分～15時45分

(2) 9時30分～18時30分
TEL 0265-77-0350 (3)10時30分～19時30分

（従業員数 51人 ）
正社員 20060-  386791 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 6時45分～15時45分

(2) 9時30分～18時30分
TEL 0265-77-0350 (3)10時30分～19時30分

（従業員数 51人 ）
正社員以外 20060-  387891 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
59歳以下 (1) 6時30分～15時30分 普通自動車免許一種

(2)11時30分～20時30分
TEL 0265-77-0350 (3)21時30分～ 6時30分

（従業員数 95人 ）
正社員 20060-  388291 就業場所 長野県伊那市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 6時30分～15時30分

(2)11時30分～20時30分
TEL 0265-77-0350 (3)21時30分～ 6時30分

（従業員数 95人 ）
正社員以外 20060-  390391 就業場所 長野県伊那市

変形（１年単位）
不問 (1) 9時00分～19時45分

(2) 9時30分～15時30分
TEL 0265-98-7230

（従業員数 3人 ）
正社員 20060-  407991 就業場所 長野県伊那市

普通自動車免許一種
30歳以下 (1) 8時45分～17時30分

TEL 0265-78-9708
（従業員数 11人 ）

正社員 20060-  414691 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00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-72-6237
（従業員数 66人 ）

正社員以外 20060-  331191 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-98-6800
（従業員数 120人 ）

正社員 20060-  341391 就業場所
普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-98-6800
（従業員数 120人 ）

正社員 20060-  343991 就業場所 長野県松本市

営業職（中信エリア担
当）

月給
ネクストエナジー・ア
ンド・リソース株式会
社

長野県駒ヶ根市赤穂１１４６５－６
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
253,000円～
343,000円

営業職
月給

ネクストエナジー・ア
ンド・リソース株式会
社

長野県駒ヶ根市赤穂１１４６５－６
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
253,000円～
343,000円

共済ライフアドバイ
ザー 時給

上伊那農業協同組合

長野県伊那市狐島４２９１番地
雇用・労災・
健康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 154,500円～

154,500円

ルートセールス
月給

株式会社サニクリーン
甲信越　伊那営業所

長野県伊那市境１４０９
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
171,000円～
202,700円

女性専用フィットネス
クラブ　スタッフ 月給

株式会社玉扇グローバ
ル　カーブス

長野県伊那市坂下３２９５
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 195,000円～

195,000円

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号 162,800円～

224,000円
介護職員

月給
社会福祉法人　しなの
さわやか福祉会　こま
ちの家

長野県駒ヶ根市下市場３２－３
雇用・労災・
健康・厚生

所在地・就業場所

介護職員　（プラムの
里） 月給 社会福祉法人　しなの

さわやか福祉会　
複合福祉施設　プラム
の里

長野県上伊那郡宮田村４８０４－１

社会福祉法人　上伊那
福祉協会

長野県伊那市美篶７１６４－１

雇用期間の定めなし
省令１号 162,800円～

185,600円

雇用・労災・
健康・厚生

970円～1,130円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号 197,304円～

243,416円

介護職員（サンハート
美和） 時給

雇用・労災・
健康・厚生

970円～1,130円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号 197,304円～

243,416円

介護職員（かたくりの
里） 時給

社会福祉法人　上伊那
福祉協会

長野県伊那市美篶７１６４－１

介護職員（千寿園）
時給

社会福祉法人　上伊那
福祉協会

長野県伊那市美篶７１６４－１
雇用・労災・
健康・厚生

970円～1,130円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号 197,304円～

243,416円

介護職員（千寿園）
月給

社会福祉法人　上伊那
福祉協会

長野県伊那市美篶７１６４－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 189,000円～

239,000円

介護職員（みのわ園）
時給

社会福祉法人　上伊那
福祉協会

長野県伊那市美篶７１６４－１
雇用・労災・
健康・厚生

970円～1,130円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 197,304円～

243,416円

介護職員（みのわ園）
月給

社会福祉法人　上伊那
福祉協会

長野県伊那市美篶７１６４－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号 189,000円～

239,000円

介護職員（みさやま）
時給

社会福祉法人　上伊那
福祉協会

長野県伊那市美篶７１６４－１
雇用・労災・
健康・厚生

970円～1,130円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 197,304円～

243,416円

介護職員（みさやま）
月給

社会福祉法人　上伊那
福祉協会

長野県伊那市美篶７１６４－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 189,000円～

239,000円

℡ ０２６５－７３－８６０９ 

ハローワーク伊那（伊那公共職業安定所） 

    発行日 平成 31年1月15日 

◎ 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。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場

合 

  があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

  その際はあしからずご了承ください。 

 

※必要な免許資格等については、ハローワーク窓口でお尋ね下さい。 

販売・営業・サービスの仕事（12／28～1／10） ○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/ 
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普通自動車免許一種
45歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-98-6800
（従業員数 120人 ）

正社員 20060-  344491 就業場所 長野県長野市
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-98-6800
（従業員数 120人 ）

正社員 20060-  351991 就業場所
普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0266-75-2504
（従業員数 11人 ）

正社員 20060-  356591 就業場所
中型自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 準中型自動車免許

TEL 0265-72-4321
（従業員数 25人 ）

正社員 20060-  197191 就業場所 長野県伊那市
特定曜日のみ(2)(3) 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～18時00分
(2) 9時00分～15時00分

TEL 0265-74-8370
（従業員数 4人 ）

正社員 20060-  198091 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-74-7744
（従業員数 4人 ）

正社員 20060-  201091 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
普通自動車免許一種

39歳以下 (1)11時00分～21時30分

TEL 0265-76-8080
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-  203691 就業場所
普通自動車免許一種

39歳以下 (1)11時00分～21時30分

TEL 0265-76-8080
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-  206791 就業場所

不問 (1) 8時30分～18時30分
(2) 8時00分～12時45分

TEL 0265-88-3576
（従業員数 2人 ）

正社員以外 20060-  208291 就業場所
変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

18歳以上 (1) 7時00分～16時00分
(2)12時00分～21時00分

TEL 0265-94-1181 (3)21時00分～ 6時00分
（従業員数 93人 ）

正社員 20060-  221491 就業場所
ホームヘルパー２級

不問 (1) 7時00分～16時00分
(2)10時30分～19時30分

TEL 0265-94-1181 (3)12時00分～21時00分
（従業員数 93人 ）

正社員以外 20060-  223891 就業場所 長野県伊那市
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

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-  226191 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

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-7286
（従業員数 1人 ）

正社員 20060-  238691 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 0265-98-8522
（従業員数 33人 ）

正社員 20060-  266891 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

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-81-6060
（従業員数 200人 ）

正社員 20060-  296991 就業場所 長野県駒ヶ根市 確定給付年金

企画開発営業
月給

株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町２２－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 268,900円～

346,900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 200,000円～
320,000円

営業　渉外
月給

株式会社　高坂商会

長野県伊那市山寺　１５８９番地
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
257,000円～
373,000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

介護
時給

社会福祉法人高遠さく
ら福祉会

長野県伊那市高遠町勝間２２０
雇用・労災・
健康・厚生・
財形821円～900円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 140,555円～

154,080円

介護
月給

社会福祉法人高遠さく
ら福祉会

長野県伊那市高遠町勝間２２０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号 155,000円～

180,000円

歯科助手
月給

中川・下平歯科医院
下平省吾

長野県上伊那郡中川村片桐４１１２
－１ 雇用・労災・

健康・財形
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 156,000円～

186,000円

ウエイター、ウエイト
レス 月給

有限会社　鍋辰

長野県伊那市中央４８１９－３０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
170,000円～
230,000円

調理師又は見習い
月給

有限会社　鍋辰

長野県伊那市中央４８１９－３０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
170,000円～
230,000円

調理スタッフ
月給

海華丸　小松　希代子

上伊那郡南箕輪村三本木原　　　８
３０４－２２３

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 250,000円～

250,000円
9時00分～22時00分の間
の7時間

補聴器販売営業
月給

南信ヒヤリング株式会
社

長野県伊那市中央５０７９－１　宮
下ビル１階 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 150,000円～
230,000円

管理職（係長　課長）
及び
経営職（所部長）候補

月給
大谷総業運輸倉庫　株
式会社

長野県伊那市野底８２６８番地１７
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 170,000円～

400,000円

メンテナンス作業及び
営業
＜急募＞

月給

有限会社　テクノ信州

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富６
２１５－４ 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～
220,000円

販売サポート職
月給

ネクストエナジー・ア
ンド・リソース株式会
社

長野県駒ヶ根市赤穂１１４６５－６
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
253,000円～
343,000円

営業職（北信エリア担
当） 月給

ネクストエナジー・ア
ンド・リソース株式会
社

長野県駒ヶ根市赤穂１１４６５－６
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
253,000円～
343,000円
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変形（１年単位） 普通自動車免許一種
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-81-6060
（従業員数 17人 ）

正社員 20060-  298791 就業場所 長野県伊那市 確定給付年金
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-81-6060
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-  299891 就業場所 長野県上伊那郡辰野町 確定給付年金
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-81-6060
（従業員数 200人 ）

正社員 20060-  304291 就業場所 確定給付年金
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-81-6060
（従業員数 17人 ）

正社員 20060-  306191 就業場所 長野県伊那市 確定給付年金
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-81-6060
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-  307091 就業場所 長野県上伊那郡辰野町 確定給付年金
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳～59歳 (1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-96-7184 (3)14時00分～23時00分
（従業員数 113人 ）

正社員 20060-  324091 就業場所
交替制あり

不問 (1) 7時30分～16時30分
(2) 9時30分～18時30分

TEL 0265-72-2686 (3)10時30分～19時30分
（従業員数 11人 ）

正社員 20060-  139091 就業場所 長野県伊那市
変形（１年単位）

不問

TEL 0265-88-2033
（従業員数 30人 ）

正社員 20060-  142791 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 7時00分～16時00分

TEL 0265-86-8730
（従業員数 34人 ）

正社員 20060-  169791 就業場所
変形（１年単位）

35歳以下 (1) 8時30分～18時30分

TEL 0265-98-0385
（従業員数 16人 ）

正社員 20060-  186891 就業場所
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-76-5553
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-  187291 就業場所

18歳以上

TEL 0265-81-1408
（従業員数 7人 ）

正社員 20060-  190691 就業場所
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-98-6752
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-    3791 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時30分～17時10分

TEL 0265-79-3280
（従業員数 30人 ）

正社員 20060-    6591 就業場所

18歳～45歳 (1) 8時15分～17時00分
(2)17時00分～ 1時00分

TEL 0265-76-6100 (3) 1時00分～ 8時30分
（従業員数 20人 ）

正社員 20060-   26991 就業場所 長野県伊那市

ビル総合管理
月給

株式会社ＢＩＳＯ

長野県伊那市東春近５４９－３
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令２号 210,000円～

270,000円

営業
月給

株式会社　クラフト小
松

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１
４２２６－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

160,000円～
250,000円

厨房スタッフ・レスト
ランホールスタッフ 月給

株式会社　フィールド
アンジェリカ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１
１２９９－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 180,000円～
250,000円

6時00分～22時00分の間
の8時間程度

接客・調理
月給

株式会社　ジーディー
コーポレイション庄や
駒ヶ根店

長野県駒ヶ根市中央１５－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号 205,000円～

300,000円
15時00分～ 1時00分の間
の8時間程度

ルート営業（建築・土
木資材） 月給

株式会社　協和　伊那
支店

長野県上伊那郡南箕輪村字北原１６
３４－３１９ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 190,000円～
260,000円

リハビリ助手
月給

医療法人　高原医院

長野県上伊那郡南箕輪村５５８６－
２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

150,000円～
160,000円

パティシエ（洋菓子製
造） 月給

株式会社　信州里の菓
工房

長野県上伊那郡飯島町七久保２５１
３－２ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 170,000円～

300,000円

施設管理（清掃等）
月給

中川観光開発株式会社

長野県上伊那郡中川村大草４４８９
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～

200,000円
8時30分～19時30分の間
の8時間程度

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 190,000円～

200,000円

介護職員
月給 社会福祉法人　しなの

さわやか福祉会
複合福祉施設　みぶの
里

長野県伊那市美篶５３２４番地１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号 162,800円～

224,000円

住宅提案営業（辰野支
店） 月給

株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町２２－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 268,900円～

346,900円

住宅提案営業（伊那支
店） 月給

株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町２２－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 268,900円～

346,900円

住宅提案営業
月給

株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町２２－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 268,900円～

346,900円

企画開発営業（辰野支
店） 月給

株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町２２－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 268,900円～

346,900円

企画開発営業（伊那支
店） 月給

株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町２２－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 268,900円～

346,900円
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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-   30191 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳～64歳 (1) 8時00分～17時00分
(2)21時00分～ 6時00分

TEL 0265-76-3908
（従業員数 25人 ）

正社員以外 20060-   31091 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～17時45分

TEL 0265-76-2121
（従業員数 39人 ）

正社員 20060-   41691 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-78-5571
（従業員数 17人 ）

正社員 20060-   43491 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-76-6100
（従業員数 6人 ）

正社員以外 20060-   50991 就業場所
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 高圧ガス販売主任２種

TEL 0265-72-5231
（従業員数 50人 ）

正社員 20060-   64591 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

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-78-4331
（従業員数 24人 ）

正社員 20060-   80591 就業場所
変形（１ヶ月単位）

30歳以下 (1) 8時50分～19時20分
(2) 8時50分～12時50分

TEL 0265-82-6611
（従業員数 14人 ）

正社員 20060-  102291 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

45歳以下 (1) 9時00分～19時00分

TEL 0265-83-1155
（従業員数 3人 ）

正社員 20060-  105091 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時10分～17時10分

TEL 0265-76-3131
（従業員数 14人 ）

正社員 20060-  127891 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) 6時45分～16時00分
(2) 8時45分～18時00分

TEL 0265-72-4131 (3)12時45分～22時00分
（従業員数 28人 ）

正社員 20060-  136291 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

18歳～59歳 (1)20時00分～ 6時00分
(2) 8時00分～18時00分

TEL 0265-78-6230
（従業員数 34人 ）

正社員 20060-  138191 就業場所 長野県伊那市

機動警備隊
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
省令１号 168,200円～

193,200円

スタンド販売員
月給

伊那燃料株式会社

長野県伊那市中央５０１４－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 165,000円～

250,000円

営業
月給

株式会社　根津製作所

長野県伊那市下新田３０４３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 161,736円～

275,295円

動物看護・診療助手
月給

伊南動物病院　山本
佳宏

長野県駒ヶ根市赤穂３９５０－２

雇用・労災

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
170,000円～
200,000円

受付・診療助手・医療
事務 月給

医療法人　ヘルスヘブ
ン

長野県駒ヶ根市赤穂１４６２３－３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
155,000円～
170,000円

浄化槽・下水道施設の
点検業務
≪急募≫

月給

株式会社　五十鈴

長野県伊那市西春近５８３６－１
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 180,000円～

280,000円

ＬＰガス保安業務およ
び営業 月給

株式会社伊那中央石油

長野県伊那市中央４５９６
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

ニ
187,000円～
237,000円

営業・業務サービス
日給

株式会社ＢＩＳＯ

長野県伊那市東春近５４９－３
雇用・労災・
健康・厚生・
財形8,000円～8,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問 178,400円～

178,400円

営業
月給

有限会社　中央物産

長野県伊那市山寺１５７９
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

企画営業　（本社）
月給

アド・コマーシャル株
式会社

長野県伊那市西春近３０１０－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 210,700円～

297,000円

（準）交通誘導警備
日給

株式会社　全日警サー
ビス長野　伊那営業所

伊那市西春近２９１６－１　長野日
報ビル１Ｆ 雇用・労災・

健康・厚生
7,000円～8,000円

雇用期間の定めなし
省令２号 151,200円～

172,800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


