
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

交替制あり 普通自動車免許一種
18歳～40歳 (1) 9時00分～18時00分

(2)13時30分～22時30分
TEL 0265-72-3191

（従業員数 10人 ）
正社員 20060-  367691 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30分

TEL 0265-88-3348
（従業員数 23人 ）

正社員 20060-  377491 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 フォークリフト技能者

TEL 0265-81-4511
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-  380191 就業場所

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0266-41-4139
（従業員数 66人 ）

有期雇用派遣 20060-  391691 就業場所
普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 7時45分～16時45分

TEL 0265-72-3227
（従業員数 29人 ）

正社員 20060-  398191 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0266-41-4139
（従業員数 66人 ）

有期雇用派遣 20060-  402591 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0266-41-4139
（従業員数 66人 ）

有期雇用派遣 20060-  403191 就業場所

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0266-41-4139
（従業員数 90人 ）

有期雇用派遣 20060-  404091 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0266-41-4139
（従業員数 90人 ）

有期雇用派遣 20060-  405391 就業場所

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0266-41-4139
（従業員数 66人 ）

有期雇用派遣 20060-  406691 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 7時30分～16時05分

TEL 0265-72-2013
（従業員数 21人 ）

正社員 20060-  412091 就業場所
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 50人 ）

正社員 20060-  413391 就業場所
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

45歳以下 (1) 8時30分～17時15分
(2)10時30分～19時15分

TEL 0265-79-8901
（従業員数 20人 ）

正社員 20060-  417791 就業場所

雇用・労災・
健康・厚生

長野県伊那市上牧６４７４

長野県駒ヶ根市飯坂１－３４－１

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

機械加工（フライス加
工） 月給

有限会社　センタープロ
セス

長野県上伊那郡箕輪町大字中曽根
南原工業団地　５３０－３ 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
155,000円～
258,000円

菓子製造
月給

有限会社　石川

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 144,200円～

200,000円

長野県伊那市荒井　１１

仕上工
月給

株式会社　マスダ

長野県上伊那郡宮田村６６８９番
地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～
250,000円

製造業務（製品のクリー
ニング作業・外観検査） 時給 ＮＯＣアウトソーシング

＆コンサルティング株式
会社　オリンパス綜合
サービス事業本部　辰野
支店

雇用・労災・
健康・厚生

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 176,000円～

176,000円

製造業務（倉庫業務）
時給 ＮＯＣアウトソーシング

＆コンサルティング株式
会社　オリンパス綜合
サービス事業本部　辰野
支店

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
６６６６ 雇用・労災・

健康・厚生
1,100円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 176,000円～

176,000円
長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
６６６６

ＲＶＩ　工業用内視鏡、
スコープＵ製造、蛇管工
程

時給 ＮＯＣアウトソーシング
＆コンサルティング株式
会社　オリンパス綜合
サービス事業本部　辰野
支店

雇用・労災・
健康・厚生

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 176,000円～

176,000円

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
６６６６

製造業務（倉庫業務）
時給 ＮＯＣアウトソーシング

＆コンサルティング株式
会社　オリンパス綜合
サービス事業本部　辰野
支店

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
６６６６ 雇用・労災・

健康・厚生
1,100円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 176,000円～

176,000円

年齢不問 360,000円～
360,000円

品質管理
月給

株式会社　大和興業

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
205,000円～
305,000円

長野県伊那市西春近５９１０

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
６６６６

医療用内視鏡スコープ修
理
【紹介予定派遣】

時給 ＮＯＣアウトソーシング
＆コンサルティング株式
会社　オリンパス綜合
サービス事業本部　辰野
支店

雇用・労災・
健康・厚生

2,250円～2,250円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

所在地・就業場所

ゴルフ練習場スタッフ
月給

宮下建設株式会社

修理受付業務、修理業務
時給 ＮＯＣアウトソーシング

＆コンサルティング株式
会社　オリンパス綜合
サービス事業本部　辰野
支店

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
６６６６

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 176,000円～

176,000円

株式会社　リボール
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

166,300円～
233,000円

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
180,000円～
250,000円

ブナシメジ栽培管理
月給

農事組合法人　アルプス
三和

長野県上伊那郡中川村片桐４３８
１ 雇用・労災・

健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

205,000円～
220,000円

製造職
月給
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交替制あり
35歳以下 (1) 5時00分～14時00分

(2) 9時00分～18時00分
TEL 0265-74-1180 (3)14時00分～23時00分

（従業員数 20人 ）
正社員 20060-  328491 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 2人 ）

有期雇用派遣 20060-  332091 就業場所 長野県上伊那郡宮田村
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-79-0026
（従業員数 20人 ）

正社員 20060-  333391 就業場所
交替制あり 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分
(2)20時30分～ 5時30分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 5人 ）

有期雇用派遣 20060-  334691 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) 8時10分～17時30分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 4人 ）

有期雇用派遣 20060-  335991 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 8時45分～17時15分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 4人 ）

有期雇用派遣 20060-  336491 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村

不問 (1) 8時00分～16時45分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060-  338891 就業場所 長野県駒ヶ根市
普通自動車免許ＡＴ

35歳以下 (1) 8時30分～17時20分

TEL 0265-72-0111
（従業員数 124人 ）

正社員 20060-  349191 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時20分

TEL 0265-72-0111
（従業員数 7人 ）

正社員 20060-  350691 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 中型一種（８ｔ限定）

TEL 0265-86-3059
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-  354891 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-86-4254
（従業員数 31人 ）

正社員 20060-  355291 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
交替制あり

不問 (1) 5時00分～14時00分
(2)13時00分～22時00分

TEL 0265-86-4254
（従業員数 31人 ）

正社員 20060-  360791 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

60歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-86-3026
（従業員数 27人 ）

正社員 20060-  363591 就業場所

トリミング作業者
月給

株式会社　下平工業

長野県上伊那郡飯島町飯島１５２
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 200,000円～

250,000円
プレス加工

月給

有限会社　大西製作所

長野県上伊那郡飯島町大字田切４
８０－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 160,000円～

210,000円

製品検査・仕上げ
月給

株式会社　下平工業

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

長野県上伊那郡飯島町飯島１５２
番地１

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
６２１５－４ 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

工作機械オペレーター、
板金・溶接工 月給

株式会社　ハーモ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 210,000円～

247,600円

長野県上伊那郡南箕輪村４１２４
－１

一般・産業廃棄物処理業
務
＜急募＞

時給

有限会社　マツムラ

上伊那郡飯島町飯島２４３－１０
雇用・労災・
健康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 158,250円～
158,250円

コントロールケーブルの
組立 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
1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 163,200円～

163,200円
サービスエンジニア

月給

株式会社　ハーモ

長野県上伊那郡南箕輪村４１２４
－１ 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
201,200円～
246,500円

カット野菜加工
時給

有限会社ジェイシステム
雇用・労災・
健康・厚生

1,000円～1,100円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 172,800円～

190,080円

長野県上伊那郡南箕輪村８９８５
番地－１

空気圧機器の組立・検査
≪急募≫ 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
1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 153,000円～

153,000円

自動車部品の製造
時給

有限会社ジェイシステム
雇用・労災・
健康・厚生

1,050円～1,100円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 省令２号 171,360円～

179,520円

機械の組立及び電気回路
調整 月給

有限会社ＮＯＴＥＳ

長野県上伊那郡箕輪町三日町１６
７９－３ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 168,000円～
290,000円

長野県上伊那郡南箕輪村８９８５
番地－１

検査梱包
時給

有限会社ジェイシステム
雇用・労災・
健康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 171,200円～

171,200円

パン製造業
月給

株式会社　パネックス
長野工場

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
175,000円～
295,000円

伊那市東春近７０００番９

長野県上伊那郡南箕輪村８９８５
番地－１
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中型自動車免許一種
18歳以上

TEL 0265-72-4321
（従業員数 25人 ）

正社員 20060-  195291 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
大型自動車免許一種

18歳以上

TEL 0265-72-4321
（従業員数 25人 ）

正社員 20060-  196591 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時30分 フォークリフト技能者

TEL 0265-83-1810
（従業員数 80人 ）

正社員以外 20060-  199391 就業場所 長野県上伊那郡宮田村

59歳以下 (1) 8時25分～17時00分

TEL 0266-41-1015
（従業員数 18人 ）

正社員 20060-  207891 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時35分～18時35分

TEL 0265-78-2468
（従業員数 22人 ）

正社員 20060-  213491 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時35分～18時35分

TEL 0265-78-2468
（従業員数 22人 ）

正社員 20060-  214791 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 6時30分～17時00分

TEL 0265-94-2323
（従業員数 19人 ）

正社員 20060-  219091 就業場所
変形（１年単位）

18歳～45歳 (1) 8時10分～17時10分
(2)19時00分～ 4時00分

TEL 0265-81-1818
（従業員数 42人 ）

正社員 20060-  227091 就業場所
変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時20分～17時20分

TEL 0265-79-4828
（従業員数 57人 ）

正社員 20060-  229691 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時20分

TEL 0265-79-4828
（従業員数 57人 ）

正社員 20060-  230491 就業場所
中型一種（８ｔ限定）

不問 (1) 8時30分～17時30分 フォークリフト技能者

TEL 0265-84-1144
（従業員数 10人 ）

正社員 20060-  234591 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) 9時00分～18時00分

TEL 0265-83-1116
（従業員数 3人 ）

正社員以外 20060-  235191 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00分～17時00分

TEL 0265-70-9314
（従業員数 8人 ）

正社員以外 20060-  236091 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
変形（１年単位） 大型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-7286
（従業員数 15人 ）

正社員 20060-  237391 就業場所 長野県伊那市

機械組立・調整
月給

有限会社　アドバンス
ワーク

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８２９３－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 168,000円～

252,000円
大型車ドライバー及び重
機オペレーター 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
年齢不問 162,500円～

262,500円

運転手（ドライバー）
（４ｔ） 月給

有限会社ウェーブ

長野県上伊那郡宮田村１９３３－
１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 257,570円～
281,220円

ソース工場製造員
時給

株式会社　明治亭

長野県駒ヶ根市赤穂７５９－４８
７ 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 156,240円～

156,240円

金属製品曲げ加工
月給

栄通信工業株式会社

長野県上伊那郡箕輪町木下１１５
２６ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 175,000円～

205,000円
カシメ組立作業

月給

栄通信工業株式会社

長野県上伊那郡箕輪町木下１１５
２６ 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～

190,000円

ルート配送・セールス
月給

株式会社　木曽屋

長野県伊那市高遠町上山田７８
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 200,000円～

230,000円
機械オペレーター（交替
勤務） 月給

ヒラサワ機工株式会社

長野県駒ヶ根市赤穂３３１０
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令２号 180,000円～

260,000円

自動車板金（板金塗装）
月給

有限会社　トモエ自動車
商会

長野県伊那市中央４５０９－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

380,000円
自動車整備

月給
有限会社　トモエ自動車
商会

長野県伊那市中央４５０９－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

380,000円

菓子の運搬、および倉庫
業務 時給

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

900円～1,200円
雇用期間の定めなし

年齢不問 155,520円～
207,360円

オペレーター
月給

株式会社トリネックス
辰野工場

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
字南原７４６１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 170,000円～
180,000円

中型貨物乗務員
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１
７ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令２号 180,000円～
350,000円

 8時30分～ 8時29分の間
の7時間

大型貨物乗務員
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１
７ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令２号 250,000円～
400,000円

 8時30分～ 8時29分の間
の7時間
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不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-79-0012
（従業員数 256人 ）

正社員 20060-  239991 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町 確定拠出年金
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060-  251191 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15分～17時00分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060-  252091 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
交替制あり 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)16時00分～ 0時00分

TEL 0265-98-5503 (3) 0時00分～ 8時00分
（従業員数 11人 ）

正社員 20060-  253391 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20060-  254691 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時10分～17時10分

TEL 0265-72-5208
（従業員数 24人 ）

正社員 20060-  255991 就業場所
普通自動車免許一種

36歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0266-43-3111
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-  260091 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0266-43-3111
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-  261391 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
普通自動車免許一種

60歳以上 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0266-43-3111
（従業員数 42人 ）

正社員以外 20060-  262691 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30分～17時30分

TEL 0265-98-8522
（従業員数 33人 ）

正社員 20060-  268591 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 7時30分～17時30分

TEL 0265-98-8522
（従業員数 33人 ）

正社員 20060-  270691 就業場所 長野県伊那市
変形（１年単位） 電気工事施工管理１級

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

TEL 0265-81-6060
（従業員数 62人 ）

正社員 20060-  312891 就業場所 長野県駒ヶ根市 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 62人 ）

正社員 20060-  316091 就業場所 長野県駒ヶ根市 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 溶接技術者（１級）
溶接技術者（２級）

TEL 0265-81-6060
（従業員数 62人 ）

正社員 20060-  317391 就業場所 長野県駒ヶ根市 確定給付年金

長野県上伊那郡南箕輪村８９８５
番地－１

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
７３５３－２（北沢工業団地内）

鉄工（製造、溶接）
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 195,100円～

283,650円

ＮＣマシニング・
ＮＣフライスオペレータ 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 195,100円～

283,650円

電気通信工事施工管理
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 282,900円～

386,900円

当社工場内作業員≪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 240,000円～
300,000円

解体工事現場作業員≪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

ＮＣ及びＭＣ旋盤の切削
加工
製品検査・組立

時給

有限会社　河口工業
雇用・労災・
健康・厚生

850円～850円
雇用期間の定めなし

省令３号の
ニ

146,880円～
146,880円

ＮＣ及びＭＣ旋盤の切削
加工 月給

有限会社　河口工業

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
７３５３－２（北沢工業団地内） 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

200,000円～
250,000円

冷間鍛造のプレス加工
月給

有限会社　河口工業

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
７３５３－２（北沢工業団地内） 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

200,000円～
250,000円

機械装置製造
月給

株式会社　伊東電機工作
所

長野県伊那市平沢１０９６０－１
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
174,500円～
196,000円

部品の入出庫業務
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
1,050円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 168,000円～

176,000円

レンズのクリーニング作
業・
検査

時給

有限会社ジェイシステム
雇用・労災・
健康・厚生

1,050円～1,100円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 168,000円～

176,000円
ポリエチレン製エンボス
フィルム製造　　※急募 月給

東京パック株式会社　ア
ルプス伊那工場

長野県伊那市西箕輪２１４８－８
０３ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令２号 180,000円～
250,000円

環境保全業務
月給

株式会社　キョウデン

長野県上伊那郡箕輪町三日町４８
２－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 154,000円～
210,000円

組立作業
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
1,050円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 168,000円～

176,000円
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変形（１年単位） 玉掛技能者
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 その他の建設機械運転

TEL 0265-81-6060
（従業員数 7人 ）

正社員 20060-  318691 就業場所 長野県駒ヶ根市 確定給付年金

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0265-78-9970
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20060-  327991 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-7333
（従業員数 27人 ）

正社員以外 20060-  141491 就業場所
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
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-78-9010
（従業員数 28人 ）

正社員 20060-  143891 就業場所

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0266-41-4111
（従業員数1,000人 ）

正社員以外 20060-  147091 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45分～17時45分

TEL 0265-96-7388
（従業員数 19人 ）

正社員 20060-  149691 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時45分～17時45分

TEL 0265-96-7388
（従業員数 19人 ）

正社員 20060-  153291 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) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-74-9921
（従業員数 46人 ）

正社員 20060-  154591 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～18時00分

TEL 0265-74-9921
（従業員数 46人 ）

正社員以外 20060-  155191 就業場所
普通自動車免許一種

18歳以上 (1)21時00分～ 6時00分

TEL 0265-74-9921
（従業員数 46人 ）

正社員以外 20060-  157391 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-82-5959
（従業員数 60人 ）

正社員 20060-  163191 就業場所 長野県駒ヶ根市 確定拠出年金

不問 (1) 8時15分～17時30分

TEL 0265-79-7919
（従業員数 23人 ）

正社員以外 20060-  165391 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-74-9921
（従業員数 46人 ）

正社員 20060-  173391 就業場所

長野県上伊那郡中川村大草４４８
９

集配運転者
月給

甲信越福山通運株式会社
伊那支店

長野県上伊那郡南箕輪村北原１６
２８－４６２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

188,000円～
288,000円

製品検査
時給

有限会社伸和工作

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１７
２６－２ 雇用・労災・

健康・厚生
850円～1,200円

雇用期間の定めなし
年齢不問 146,880円～

207,360円
 8時15分～17時30分の間
の5時間以上

研削機械のオペレータ
月給

株式会社ヨシオカ

長野県駒ヶ根市下平２９３４－５
７７ 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

夜間業務員
時給

甲信越福山通運株式会社
伊那支店

長野県上伊那郡南箕輪村北原１６
２８－４６２ 雇用・労災・

健康・厚生
1,100円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 省令２号 221,540円～

221,540円

業務員
時給

甲信越福山通運株式会社
伊那支店

長野県上伊那郡南箕輪村北原１６
２８－４６２ 雇用・労災・

健康・厚生
950円～950円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 161,120円～

161,120円

業務員
月給

甲信越福山通運株式会社
伊那支店

長野県上伊那郡南箕輪村北原１６
２８－４６２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 150,800円～
170,800円

組立技術者（メカ組立）
月給

株式会社クレボ

長野県伊那市上牧６９６６
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 190,000円～

400,000円

組立技術者（電気配線）
月給

株式会社クレボ

長野県伊那市上牧６９６６
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 190,000円～

400,000円

金物加工
時給

長野オリンパス株式会社

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
６６６６番地 雇用・労災・

健康・厚生
1,160円～1,160円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 185,600円～

185,600円

土木・建築現場作業員
月給

エフ・ケー建設株式会社

長野県伊那市日影５３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 250,000円～

320,000円

施設管理（清掃等）
月給

中川観光開発株式会社

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

機械の組立
時給

株式会社　春近精密

長野県伊那市東春近１１６４－３
雇用・労災・
健康・厚生・
財形1,000円～1,300円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 159,200円～

206,960円

 8時30分～19時30分の間
の8時間程度

金属パイプの加工及び検
査 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
1,050円～1,100円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 168,000円～

176,000円

建設資材倉庫の作業員
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 195,100円～

283,650円
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準中型一種（５トン限

不問 (1) 7時00分～16時00分 フォークリフト技能者

(2) 9時00分～18時00分
TEL 0265-74-9921

（従業員数 46人 ）
正社員以外 20060-  174691 就業場所

準中型一種（５トン限

不問 (1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-74-9921
（従業員数 46人 ）

正社員以外 20060-  175991 就業場所
フォークリフト技能者

不問 (1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-74-9921
（従業員数 46人 ）

正社員以外 20060-  176491 就業場所
大型自動車免許一種

21歳以上 (1)18時00分～ 3時00分 フォークリフト技能者

TEL 0265-74-9921
（従業員数 46人 ）

正社員以外 20060-  177791 就業場所
変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種

44歳以下 (1)18時00分～ 3時00分 フォークリフト技能者

TEL 0265-74-9921
（従業員数 46人 ）

正社員 20060-  178891 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

18歳～59歳 (1) 5時00分～14時00分
(2)12時30分～21時30分

TEL 0265-72-7277 (3)15時00分～ 0時00分
（従業員数 105人 ）

正社員 20060-  180091 就業場所 確定拠出年金
交替制あり

18歳以上 (1) 8時20分～17時20分
(2)20時20分～ 5時20分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 30人 ）

正社員 20060-  182691 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時45分～18時00分 自動車整備士（３級）

TEL 0265-76-1911
（従業員数 13人 ）

正社員 20060-  193791 就業場所 長野県伊那市 厚生年金基金

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-72-5552
（従業員数 7人 ）

正社員 20060-    9391 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時00分

TEL 0265-76-6100
（従業員数 3人 ）

正社員以外 20060-   11891 就業場所
変形（１年単位）

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0266-46-3100
（従業員数 68人 ）

正社員 20060-   13591 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-82-5291
（従業員数 15人 ）

正社員 20060-   17691 就業場所

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-82-5291
（従業員数 15人 ）

正社員 20060-   18991 就業場所
普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-76-5010
（従業員数 6人 ）

正社員 20060-   21591 就業場所

造園作業員
月給

有限会社　大島緑地アー
ト

長野県上伊那郡南箕輪村田畑５９
９４－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令２号 250,000円～
350,000円

長野県上伊那郡南箕輪村北原１６
２８－４６２

長野県上伊那郡南箕輪村北原１６
２８－４６２

長野県上伊那郡南箕輪村北原１６
２８－４６２

長野県伊那市西町５０５７番地

長野県伊那市狐島３８３６－１

機械工
月給

信光精機株式会社

長野県駒ヶ根市北町２８－２１
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～

230,000円

資材担当
月給

信光精機株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 150,000円～

230,000円

製造工（検査・梱包）
月給

積水樹脂プラメタル　株
式会社

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
166,000円～
237,900円

長野県上伊那郡辰野町大字小野７
９５－１

長野県駒ヶ根市北町２８－２１

マット・モップ、消耗品
等のルート集配 時給

株式会社ＢＩＳＯ
雇用・労災・
健康・厚生

850円～1,000円
雇用期間の定めなし

年齢不問 143,924円～
169,323円

長野県伊那市東春近５４９－３

機械加工
月給

有限会社　林屋製作所

長野県伊那市西春近２６６０
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

自動車整備士
月給

ホンダカーズ松本南　伊
那西店
株式会社アルプス

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号 197,000円～

285,000円

長野県伊那市西春近２４４８

基板製造及び検査機オペ
レータ・検査データ等の
管理業務等

時給
セントラルソーシング
株式会社

雇用・労災・
健康・厚生

1,200円～1,200円
雇用期間の定めなし

省令２号 201,600円～
201,600円

製造スタッフ（加工係）
月給

登喜和冷凍食品株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 178,400円～

226,400円
 5時00分～ 0時00分の間
の8時間程度

 6時00分～22時00分の間
の8時間程度

大型運行者
月給

甲信越福山通運株式会社
伊那支店

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
332,700円～
382,700円

大型トラック運行者
時給

甲信越福山通運株式会社
伊那支店

雇用・労災・
健康・厚生

1,500円～1,500円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 省令２号 286,200円～

286,200円

集配運転者
時給

甲信越福山通運株式会社
伊那支店

長野県上伊那郡南箕輪村北原１６
２８－４６２ 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 203,520円～

203,520円

集配運転者
時給

甲信越福山通運株式会社
伊那支店

長野県上伊那郡南箕輪村北原１６
２８－４６２ 雇用・労災・

健康・厚生
1,050円～1,050円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 178,080円～

178,080円

集配運転者
時給

甲信越福山通運株式会社
伊那支店

雇用・労災・
健康・厚生

950円～950円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 161,120円～

161,120円
 7時00分～19時00分の間
の4時間以上
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普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士１級

土木施工管理技士２級

TEL 0265-76-5010
（従業員数 6人 ）

正社員 20060-   24391 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-72-8861
（従業員数 11人 ）

正社員 20060-   27491 就業場所
大型自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 牽引免許（一種）
小型移動式クレーン

TEL 0265-72-8861
（従業員数 30人 ）

正社員 20060-   28791 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時10分

TEL 0265-72-2474
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-   29891 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 0265-72-3862
（従業員数 13人 ）

正社員 20060-   33691 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 0265-85-2471
（従業員数 7人 ）

正社員 20060-   40391 就業場所 厚生年金基金
自動車整備２級ガソ

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

TEL 0265-72-8855
（従業員数 9人 ）

正社員 20060-   44791 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0266-43-0885
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-   45891 就業場所 厚生年金基金
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-79-2448
（従業員数 16人 ）

正社員 20060-   46291 就業場所 厚生年金基金
普通自動車免許一種

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-   49091 就業場所
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
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 50人 ）

正社員 20060-   54291 就業場所 長野県上伊那郡宮田村
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 50人 ）

正社員 20060-   56191 就業場所 長野県上伊那郡宮田村
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 50人 ）

正社員 20060-   58391 就業場所 長野県上伊那郡宮田村

機械工（汎用旋盤・フラ
イス） 月給

株式会社　マスダ

長野県上伊那郡宮田村６６８９番
地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～
350,000円

機械工（ＭＣ）
月給

株式会社　マスダ

長野県上伊那郡宮田村６６８９番
地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～
350,000円

精密板金工
月給

株式会社　マスダ

長野県上伊那郡宮田村６６８９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～
350,000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

業務サービス
時給

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1,000円～1,200円

雇用期間の定めなし
年齢不問 170,818円～

204,981円

機械工・溶接工
月給

赤羽鉄工　株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８０９２ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 160,000円～

225,000円

木材伐採　搬出
月給

有限会社　浜屋木材

長野県上伊那郡辰野町大字平出３
６３６－２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 300,000円～
300,000円

整備士
月給

スズキ販売株式会社

長野県伊那市上新田２５５９番地
１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 240,000円～
290,000円

土木作業員
日給

株式会社　南田建設

長野県上伊那郡宮田村１４６７
雇用・労災・
健康・厚生10,000円～13,000

円雇用期間の定めなし
年齢不問 225,000円～

292,500円

電気設備工事
月給

株式会社伊那エンジニア
リング

長野県伊那市上の原６１１２－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 150,000円～

190,000円

電気工事業
月給

有限会社　林電機商会

長野県伊那市御園１７９番地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～

350,000円

トレーラー運転手
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 141,175円～
235,465円

土木管理者・作業員
（未経験者歓迎） 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～
350,000円

現場代理人及び土木作業
員 月給

有限会社　大島緑地アー
ト

長野県上伊那郡南箕輪村田畑５９
９４－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 280,000円～
350,000円
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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 50人 ）

正社員 20060-   60491 就業場所 長野県上伊那郡宮田村

40歳以下 (1) 8時20分～17時10分

TEL 0265-72-3129
（従業員数 23人 ）

正社員 20060-   62891 就業場所

不問 (1) 8時30分～18時00分 大型自動車免許一種

TEL 0265-81-0785
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-   65191 就業場所
牽引免許（一種）

不問 (1) 8時30分～18時00分 大型自動車免許一種

TEL 0265-81-0785
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-   67391 就業場所
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0265-78-0704
（従業員数 20人 ）

正社員 20060-   68691 就業場所

40歳以下 (1) 8時20分～17時10分

TEL 0265-72-3129
（従業員数 23人 ）

正社員 20060-   69991 就業場所

不問 (1) 8時15分～17時20分

TEL 0265-86-5518
（従業員数 20人 ）

正社員 20060-   72591 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-72-6121
（従業員数 34人 ）

正社員以外 20060-   76691 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-   79791 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
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
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-88-3951
（従業員数 15人 ）

正社員以外 20060-   81191 就業場所 長野県上伊那郡中川村
車両系整地掘削用運転

不問 (1) 8時00分～17時00分 ショベルローダー運転

大型自動車免許一種
TEL 0265-78-4027

（従業員数 24人 ）
正社員 20060-   85991 就業場所 長野県伊那市

普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-78-4027
（従業員数 24人 ）

正社員 20060-   86491 就業場所 長野県伊那市
変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-85-3210
（従業員数 74人 ）

正社員 20060-   87791 就業場所

ＮＣ自動旋盤機のオペ
レーター 月給

株式会社　ユーエスアイ

長野県上伊那郡宮田村２６８９
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～

230,000円

解体現場作業員
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

重機オペレーター・ダン
プ運転 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

倉庫での出荷、及び仕分
作業員 月給

東新物流株式会社　長野
営業所

長野県上伊那郡中川村片桐６５１
２－１１２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 180,000円～

200,000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

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

発電行政嘱託員
日給

長野県企業局　南信発電
管理事務所

長野県伊那市狐島３８０２－２
雇用・労災・
健康・厚生

9,030円～9,030円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 180,600円～

180,600円

ＮＣ旋盤・ＭＣオペレー
ター 月給

株式会社ティーアイシー

長野県上伊那郡飯島町飯島３８５
６－３０４ 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

ＵＶ多色オフセット印刷
オペレーター 月給

株式会社小松総合印刷所

長野県伊那市横山１０９５５－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
230,000円～
400,000円

溶接
月給

有限会社　竜東スチール

長野県伊那市東春近３１０５
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号 180,000円～

300,000円

トレーラートラック運転
手 月給

有限会社　長野キャリー
サービス

長野県駒ヶ根市赤穂１１３７－１
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

増トン運転手（３台積み
大型） 月給

有限会社　長野キャリー
サービス

長野県駒ヶ根市赤穂１１３７－１
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

デジタル印刷機オペレー
ター 月給

株式会社小松総合印刷所

長野県伊那市横山１０９５５－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
230,000円～
400,000円

機械工（ＮＣ複合旋盤）
月給

株式会社　マスダ

長野県上伊那郡宮田村６６８９番
地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～
350,000円
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不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0266-41-5255
（従業員数 48人 ）

正社員 20060-   90091 就業場所

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-79-4567
（従業員数 60人 ）

正社員 20060-   97291 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-7333
（従業員数 27人 ）

正社員以外 20060-  106391 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-76-6800
（従業員数 23人 ）

正社員以外 20060-  107691 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-  108991 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-  111591 就業場所 長野県上伊那郡宮田村
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時45分～17時15分 電気工事士（第１種）

電気工事士（第２種）

TEL 0265-85-3263
（従業員数 20人 ）

正社員 20060-  113091 就業場所 長野県上伊那郡宮田村

不問 (1) 8時10分～17時00分

TEL 0265-82-2523
（従業員数 45人 ）

正社員以外 20060-  126791 就業場所
自動二輪車免許

不問 (1) 8時00分～16時45分 原動機付自転車免許

TEL 0265-72-2552
（従業員数 10人 ）

正社員以外 20060-  128291 就業場所 長野県伊那市
自動二輪車免許

不問 (1) 8時00分～16時45分 原動機付自転車免許

TEL 0265-72-2552
（従業員数 15人 ）

正社員以外 20060-  129591 就業場所 長野県伊那市
自動二輪車免許

不問 (1) 8時00分～16時45分 原動機付自転車免許

TEL 0265-72-2552
（従業員数 20人 ）

正社員以外 20060-  130391 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
変形（１年単位） その他農林水産技術者

不問 (1) 8時00分～15時00分

TEL 0265-72-5308
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-11417181 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
交替制あり

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
(2)16時00分～ 1時00分

TEL 0265-70-6421 (3) 0時00分～ 9時00分
（従業員数 40人 ）

正社員 20060-11418081 就業場所

プラスチック成形機
オペレーター 月給

有限会社　山彦化成工業

長野県上伊那郡箕輪町大字中曽根
字神田２８７ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令２号 160,000円～
180,000円

一般作業員
月給

有限会社　高遠興産

長野県伊那市山寺１５５８番地１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 240,000円～

340,000円

集配業務（辰野郵便局）
時給

日本郵便株式会社郵便事
業総本部　伊那郵便局

長野県伊那市坂下３２９７
雇用・労災・
健康・厚生

980円～980円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 159,152円～

159,152円

集配業務（西春近郵便
局） 時給

日本郵便株式会社郵便事
業総本部　伊那郵便局

長野県伊那市坂下３２９７
雇用・労災・
健康・厚生

930円～930円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 151,032円～

151,032円

集配業務（高遠郵便局）
時給

日本郵便株式会社郵便事
業総本部　伊那郵便局

長野県伊那市坂下３２９７
雇用・労災・
健康・厚生

930円～930円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 151,032円～

151,032円

組立・製品検査
時給

信州コガネイ株式会社

長野県駒ヶ根市飯坂２－１１－１
１

雇用・労災
883円～883円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 141,280円～

141,280円

電気工事作業
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

道路区画線作業員
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

給排水工事
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

行政事務嘱託員（庁務業
務） 日給

上伊那地域振興局

長野県伊那市荒井３４９７
雇用・公災・
健康・厚生

8,275円～8,275円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 165,500円～

165,500円

機械部品加工者
月給

株式会社　春近精密

長野県伊那市東春近１１６４－３
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 180,000円～

250,000円

機械加工
月給

久保田工業　株式会社

上伊那郡箕輪町大字東箕輪４５８
０ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 140,000円～
250,000円

製造作業員
月給

扶桑化学株式会社

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
７３６２－２０ 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～

210,000円


