
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

不問 (1) 7時00分～10時00分
(2) 7時00分～11時30分

TEL 0265-72-1221 (3)13時00分～17時00分
（従業員数 37人 ）

パート労働者 20060- 7181281 就業場所 長野県伊那市

不問 (1)18時00分～22時00分

TEL 0265-83-2872
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 7182181 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問

TEL 0265-74-8000
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 7178981 就業場所

不問 (1)10時00分～14時00分
(2)10時00分～16時00分

TEL 0265-86-6580
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 7180881 就業場所

不問 (1)10時00分～16時00分
(2)16時00分～22時00分

TEL 0265-72-2158
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 7171781 就業場所

18歳以上 (1)10時30分～14時30分
(2)17時00分～22時30分

TEL 0265-98-9313
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 7174181 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) 7時00分～16時00分

TEL 0265-76-2020 (3)13時00分～22時00分
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20060- 7176381 就業場所

59歳以下

TEL 0265-74-2168
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 7132081 就業場所

不問 (1)10時00分～15時00分

TEL 0265-78-1200
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 7136581 就業場所
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-79-7243
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 7137481 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 0265-72-5265
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 7141081 就業場所
簿記検定（日商３級）

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-76-8883
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 7143681 就業場所

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0266-41-1015
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 7144981 就業場所

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-95-1830
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 7146481 就業場所

機械加工（ＮＣオペ
レーター）

時給

株式会社　ＭＯＦ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８８５８

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～900円
 9時00分～17時00分の間
の5時間程度

一般事務
時給

株式会社トリネックス
辰野工場

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～900円

経理事務
時給

伊那美装株式会社

長野県伊那市狐島３８３６番地１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,100円～1,300円

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
字南原７４６１

商品の配達・商品管
理≪急募≫

時給

株式会社原金物

長野県伊那市山寺２８７－１
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

1,000円～1,000円

一般・経理事務
時給

北陽實業株式会社
雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

800円～850円

製造塗装業務（塗
装）

時給
有限会社　カラーコー
ト

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
６５６７－３ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問
1,100円～1,650円

長野県伊那市福島５５５

 8時00分～17時00分の間
の4時間程度

販売員
時給

株式会社　しまむら
伊那店

長野県伊那市上新田２５７５－１

労災

雇用期間の定めなし
省令１号

830円～860円

介護職員
時給

社会福祉法人　ふれあ
い（みなみみのわ　ふ
れあいの里）

長野県上伊那郡南箕輪村１６３４
番地３４９ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問
850円～1,000円

 9時45分～19時15分の間
の3時間以上

900円～1,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,000円～1,100円

衣料品の販売
時給

接客・配膳・調理補
助【急募】

時給

桂山　伊藤圭作
雇用・労災

雇用期間の定めなし
省令２号

950円～1,000円

接客係
時給

有限会社　海老屋

長野県伊那市荒井３３８３

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円

長野県上伊那郡南箕輪村北殿４３
４０－４

長野県駒ヶ根市中央　９－１４

長野県上伊那郡飯島町七久保２２
５２

10時00分～20時00分の間
の5時間以上

所在地・就業場所

食品製造（短期アル
バイト）

時給
株式会社ミヤシタフー
ズ

長野県伊那市上新田２３７２－２

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

1,200円～1,200円

調理補助
時給

味処　みよし　森岡宏
祐

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

950円～950円

寿司店でのアルバイ
ト

時給
駒ヶ根　松乃鮨　須藤
正浩

労災

有限会社　赤石

長野県伊那市西春近２７０３
雇用・労災・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問
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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。 

◎ 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 
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◎ 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。 

パートの仕事（8／10～8／16) ○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

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-78-2468
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20060- 7152981 就業場所
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-86-8171 (3)10時00分～19時00分
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20060- 7154481 就業場所

不問 (1)10時00分～15時00分
(2)10時00分～17時00分

TEL 0265-98-4150
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 7155781 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-72-2714
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20060- 7157281 就業場所 長野県伊那市
変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 7時30分～16時30分
(2) 9時30分～18時30分

TEL 0265-78-3333 (3)16時30分～ 9時30分
（従業員数 125人 ）

パート労働者 20060- 7158181 就業場所
変形（１ヶ月単位） 看護師

18歳以上 (1) 9時00分～18時00分 准看護師
(2)17時00分～10時00分

TEL 0265-78-3333
（従業員数 125人 ）

パート労働者 20060- 7159081 就業場所

不問

TEL 0265-70-5981
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20060- 7162481 就業場所

（軽作業）製品の検
査業務
※急募

時給

株式会社　サンユウ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
７９８５－５

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

850円～900円

看護師・准看護師
時給

医療法人暁会　仁愛病
院

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号

1,300円～1,300円

長野県伊那市西町４９０６

 8時30分～17時30分の間
の5時間以上

ヘルパー
時給

医療法人暁会　仁愛病
院

長野県伊那市西町４９０６
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

900円～900円

建設資材倉庫管理人
時給

廣瀬建設工業株式会社

長野県伊那市日影３３４－３
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,000円～1,200円

プリントショップス
タッフ

時給
ＮＡＣマーキングプロ
ダクツ　藤木　満

長野県伊那市山寺八幡町１９８８
－８

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円
10時00分～19時00分の間
の3時間以上

介護職員
時給

有限会社　平成（グ
ループホーム道）

長野県上伊那郡飯島町田切１６１
－５２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問
900円～1,300円

自動車整備（補助
員）

時給
有限会社　トモエ自動
車商会

長野県伊那市中央４５０９－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,500円


