
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

特定曜日のみ(2)(3)
不問 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～13時00分
TEL 0265-98-0590

（従業員数 4人 ）
正社員 20060- 2663291 就業場所

普通自動車免許一種
不問 (1)8時15分～17時30分

TEL 0265-79-4163
（従業員数 58人 ）

正社員 20060- 2664591 就業場所
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

40歳以下 (1)9時00分～18時30分

TEL 0265-81-0166
（従業員数 15人 ）

正社員 20060- 2671291 就業場所 厚生年金基金

不問 (1)8時15分～17時15分

TEL 0265-96-0295
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 2673191 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
フォークリフト技能者

不問 (1)8時50分～17時20分

TEL 0265-73-0084
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 2675391 就業場所

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0265-85-2831
（従業員数 40人 ）

正社員 20060- 2676691 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)7時40分～17時00分 建築施工管理技士２級

土木施工管理技士２級

TEL 0265-83-7181
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 2683391 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
歯科衛生士

不問 (1)9時00分～18時00分

TEL 0265-82-8383
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 2687791 就業場所
薬剤師

18歳～30歳 (1)8時30分～17時15分
(2)16時00分～9時30分

TEL 0265-72-3121
（従業員数 950人 ）

正社員 20060- 2690091 就業場所 長野県伊那市
看護師

18歳以上 (1)8時30分～17時15分
(2)16時00分～9時30分

TEL 0265-72-3121
（従業員数 950人 ）

正社員 20060- 2691391 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

TEL 0265-88-4011
（従業員数 81人 ）

正社員 20060- 2577091 就業場所

現場作業者
月給

株式会社　ＫＯＵＳＥ
Ｉ

長野県上伊那郡飯島町本郷１５７
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
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
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

生産設備設計開発及び
生産技術業務 月給

株式会社　信濃工業

長野県上伊那郡宮田村６１１１ー２
１ 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

土木技術者及び建築技
術者 月給

赤穂建設株式会社

長野県駒ヶ根市飯坂１－１２－３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 300,000円～

400,000円

一般事務・経理事務
月給

株式会社　ＫＯＵＳＥ
Ｉ

長野県上伊那郡飯島町本郷１５７
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 155,700円～

210,000円
商品管理

月給
有限会社　楽市　伊那
本店

長野県上伊那郡南箕輪村鳥居原８２
７７－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 220,000円～
250,000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

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

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～
270,000円

フォトグラファー及び
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

所在地・就業場所

医療事務及び受付
月給

かしの実クリニック
古樫　薫

長野県駒ヶ根市赤穂９８４８－１

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

雇用期間の定めなし
年齢不問 180,000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 168,000円～

220,000円
電気設計

月給

冨士工業　株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪９
１１５－７ 雇用・労災・

健康・厚生

歯科衛生士
月給

小町谷歯科医院　小町
谷　直樹

長野県駒ヶ根市赤須東１－２２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 250,000円～

280,000円
薬剤師

月給

伊那中央病院

長野県伊那市小四郎久保１３１３番
地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
230,800円～
230,800円

看護師
月給

伊那中央病院

長野県伊那市小四郎久保１３１３番
地１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令２号 223,000円～

228,700円
品質管理業務

月給

豊信合成　株式会社

長野県上伊那郡中川村片桐６４８７
－１５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 150,000円～
180,000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3月18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。 

専門・技術・事務の仕事（3／8～3／14） ○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ＡＴ
59歳以下 (1)7時00分～15時45分

TEL 0265-88-4011
（従業員数 74人 ）

正社員 20060- 2578391 就業場所
変形（１年単位） フォークリフト技能者

不問 (1)8時00分～17時15分

TEL 0265-55-3536
（従業員数 70人 ）

正社員 20060- 2579691 就業場所 長野県上伊那郡飯島町 確定給付年金
普通自動車免許一種

30歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0265-83-7744
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 2582891 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)7時40分～17時00分

TEL 0265-83-7181
（従業員数 11人 ）

正社員 20060- 2588691 就業場所 長野県駒ヶ根市

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- 2594091 就業場所
土木施工管理技士２級

不問 (1)7時50分～17時15分 普通自動車免許一種

TEL 0265-88-3034
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 2597991 就業場所
建築施工管理技士２級

不問 (1)7時50分～17時15分 建築士（２級）
普通自動車免許一種

TEL 0265-88-3034
（従業員数 30人 ）

正社員 20060- 2599791 就業場所
簿記検定（日商３級）

不問 (1)8時15分～17時15分 普通自動車免許一種

TEL 0265-96-7791
（従業員数 9人 ）

正社員 20060- 2602491 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)10時15分～18時30分
(2)8時45分～17時00分

TEL 0265-98-8501
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 2607191 就業場所 長野県駒ヶ根市
介護支援専門員

不問 (1)9時00分～18時00分 普通自動車免許一種

TEL 0265-73-1200
（従業員数 45人 ）

正社員 20060- 2613591 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

45歳以下 (1)14時00分～21時00分
(2)9時00分～12時00分

TEL 0265-76-5517
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 2618991 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1)6時00分～15時00分 看護師
(2)8時30分～17時30分 准看護師

TEL 0265-82-8010 (3)10時30分～19時30分
（従業員数 20人 ）

正社員 20060- 2625691 就業場所

材料管理・日程管理
月給

豊信合成　株式会社

長野県上伊那郡中川村片桐６４８７
－１５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 150,000円～
180,000円

原料運搬・供給作業、
原料管理
（急募）

月給
三甲　株式会社　長野
工場

長野県上伊那郡飯島町七久保　　２
７１０ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 162,290円～

205,900円
測量・設計

月給

株式会社緑地計画

長野県駒ヶ根市赤穂１４６１６－６
７ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

165,000円～
255,000円

土木・建築作業員
月給

赤穂建設株式会社

長野県駒ヶ根市飯坂１－１２－３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 200,000円～

300,000円
製品設計業務

月給
株式会社赤羽電具製作
所

長野県伊那市上の原７１１６
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 192,000円～

229,000円
土木技術者

月給
宮下建設工業　株式会
社

長野県上伊那郡中川村片桐４０３０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 202,000円～

242,000円
建築技術者

月給
宮下建設工業　株式会
社

長野県上伊那郡中川村片桐４０３０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 202,000円～

242,000円
巡回監査業務・税務申
告 月給

税理士法人　登内会計

長野県上伊那郡南箕輪村５９２５－
１ 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

保育士・教員・児童指
導員 月給

株式会社　こころ

長野県上伊那郡飯島町田切３２３９
－１２７ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 145,000円～

230,000円
ケアマネ－ジャー

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 200,000円～

350,000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
フィットネスクラブイ
ンストラクター≪急募
≫

月給

ビーライン伊那店

長野県上伊那郡南箕輪村御子柴７２
４０ 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～
180,000円

看護師・准看護師
（こまちの家） 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

雇用期間の定めなし
省令１号 200,000円～

258,000円
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建築施工管理技士１級

不問 (1)8時00分～17時00分 普通自動車免許一種
建築施工管理技士２級

TEL 0265-79-6565
（従業員数 7人 ）

正社員 20060- 2632391 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1)8時30分～17時30分

TEL 0265-74-1450
（従業員数 101人 ）

正社員以外 20060- 2635491 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- 2653891 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 0265-72-1212
（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

45歳以下 (1)9時00分～18時00分

TEL 0265-94-4131
（従業員数 3人 ）

正社員 20060- 2541591 就業場所
変形（１年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0265-72-2088
（従業員数 36人 ）

正社員 20060- 2545691 就業場所 長野県伊那市 厚生年金基金
変形（１年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0265-72-2088
（従業員数 36人 ）

正社員 20060- 2546991 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15分

TEL 0265-72-3121
（従業員数 950人 ）

正社員以外 20060- 2558291 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 建築士（１級）
建築士（２級）

TEL 0265-82-3201
（従業員数 45人 ）

正社員 20060- 2561691 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)8時25分～17時25分

TEL 0265-78-1111
（従業員数 321人 ）

正社員 20060- 2563491 就業場所
変形（１年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 0266-41-0875
（従業員数 36人 ）

正社員 20060- 2574291 就業場所
変形（１年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0266-41-0875
（従業員数 36人 ）

正社員 20060- 2575591 就業場所
普通自動車免許一種

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0265-85-2340
（従業員数 48人 ）

正社員 20060- 2507791 就業場所 長野県上伊那郡宮田村 厚生年金基金

建築施工管理
月給

株式会社　扇屋建設

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪６
４１０－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 400,000円～

600,000円
倉庫内入出荷業務

時給
ロジテックＩＮＡソ
リューションズ　株式
会社

長野県伊那市美篶８２６８番地１０
００ 雇用・労災・

健康・厚生
900円～900円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 144,000円～

144,000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
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
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
組立・検査　
　※急募 月給

東京エレクトロン株式
会社　高遠工場

長野県伊那市高遠町上山田６０２－
３ 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～
175,000円

建築設計職
月給

株式会社フォレスト
コーポレーション

長野県伊那市西春近３００５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 200,000円～

300,000円
建築施工管理職

月給
株式会社フォレスト
コーポレーション

長野県伊那市西春近３００５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 200,000円～

300,000円
地域医療連携室事務補
助
　※急募

日給

伊那中央病院

長野県伊那市小四郎久保１３１３番
地１ 雇用・労災・

健康・厚生
6,650円～6,650円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 133,000円～

133,000円
建築設計

月給

窪田建設株式会社

長野県駒ヶ根市東町９－２２
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～

330,000円
海外購買業務

月給
株式会社キッツ　伊那
工場

長野県伊那市東春近７１３０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 205,000円～

272,900円
ＣＡＤ作図と一般事務

月給
有限会社　辰野目立加
工所

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１５
５０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 190,000円～

210,000円
一般事務

月給
有限会社　辰野目立加
工所

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１５
５０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
177,000円～
210,000円

納入・引取業務
月給

宮田アルマイト工業株
式会社

長野県上伊那郡宮田村５３５２－１
０ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 221,000円～
255,000円



年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ 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3月18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。 
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59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0265-85-2340
（従業員数 48人 ）

正社員 20060- 2508891 就業場所 長野県上伊那郡宮田村 厚生年金基金

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

TEL 0265-88-2446
（従業員数 10人 ）

正社員 20060- 2513991 就業場所

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 0265-78-8208
（従業員数 27人 ）

正社員 20060- 2520691 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)8時30分～17時30分

TEL 0265-78-8115
（従業員数 15人 ）

正社員以外 20060- 2523791 就業場所
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年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0265-86-3211
（従業員数 44人 ）

正社員 20060- 2532291 就業場所

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- 2533591 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
保育士

不問 (1)8時30分～17時15分 普通自動車免許一種

(2)7時30分～16時15分
TEL 0265-72-2104 (3)10時15分～19時00分

（従業員数 106人 ）
正社員以外 20060- 2539491 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30分～17時00分

TEL 0265-86-2434
（従業員数 8人 ）

正社員 20060- 2476791 就業場所

不問 (1)8時20分～17時00分

TEL 0265-72-6616
（従業員数 166人 ）

正社員 20060- 2482991 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)8時15分～17時15分

TEL 0265-85-2290
（従業員数 19人 ）

正社員 20060- 2486291 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)9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-98-0263
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 2499691 就業場所 長野県伊那市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)9時00分～19時00分 普通自動車免許一種

薬剤師
TEL 0265-82-5800

（従業員数 3人 ）
正社員 20060- 2646291 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

薬剤師
月給

株式会社ハヤシ薬局

長野県駒ヶ根市中央９－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 250,000円～

400,000円

営業（人材コンサルタ
ント） 月給

株式会社　ＡＩＣ

長野県伊那市中央４８８１－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 165,000円～

250,000円

巡回監査業務　税務申
告 月給

税理士法人　さくら中
央会計

長野県上伊那郡宮田村１５７
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

経理・財務業務
月給

株式会社イナリサーチ

長野県伊那市西箕輪２１４８－１８
８ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 215,000円～
400,000円

発送業務　　　※急募
月給

株式会社イナ・オプ
ティカ　長野営業所／
信州配送センター

長野県上伊那郡飯島町飯島３８５６
－２６１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 170,000円～
190,000円

保育士
日給

南箕輪村役場

長野県上伊那郡南箕輪村４８２５番
地１ 雇用・公災・

健康・厚生
7,600円～7,600円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 152,000円～

152,000円

生産管理
月給

宮田アルマイト工業株
式会社

長野県上伊那郡宮田村５３５２－１
０ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 180,000円～
240,000円

ゼッケンのデザイン・
作成 月給

有限会社　シナノ体器

長野県上伊那郡中川村片桐３９４０
番地 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～
200,000円

一般事務
月給

株式会社　那須屋興産

長野県伊那市西町６６１２－２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 176,000円～

198,000円

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

総務、経理スタッフ
月給

北山ラベス株式会社

長野県伊那市荒井３０５２－１
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 175,000円～

224,000円

受入検査及び周辺業務
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

生産管理
月給

鈴木プレス工業株式会
社

長野県上伊那郡飯島町七久保３６２
５－２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令１号 180,000円～
250,000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


