
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
35歳以下 (1) 8時15分～17時15分

TEL 0265-98-6915
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 9009281 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-73-6212
（従業員数 6人 ）

正社員 20060- 9025281 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～16時55分

TEL 0265-79-3123
（従業員数 73人 ）

正社員以外 20060- 8958581 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- 8924581 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- 8941481 就業場所

不問 (1) 8時15分～17時00分

TEL 0265-79-3353
（従業員数 12人 ）

正社員 20060- 8842681 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時10分

TEL 0265-96-0191
（従業員数 77人 ）

正社員 20060- 8847881 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時10分

TEL 0265-96-0191
（従業員数 77人 ）

正社員 20060- 8848281 就業場所

不問 (1) 8時30分～18時30分
(2) 8時30分～13時00分

TEL 0265-85-4976
（従業員数 5人 ）

正社員 20060- 8179181 就業場所
普通自動車免許一種

60歳以上 (1) 8時00分～17時30分

TEL 0265-83-1810
（従業員数 67人 ）

正社員以外 20060- 8146181 就業場所 長野県上伊那郡宮田村

不問 (1) 8時00分～17時30分

TEL 0265-83-1810
（従業員数 67人 ）

正社員以外 20060- 7359181 就業場所 長野県上伊那郡宮田村

不問 (1) 8時00分～12時30分
(2)12時30分～17時00分

TEL 0265-71-7172 (3)17時00分～21時30分
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20060- 7056681 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0266-41-5255
（従業員数 44人 ）

正社員以外 20060- 6674681 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

箱詰作業者
時給

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850円～870円

雇用期間の定めなし
年齢不問 142,120円～

145,464円

菓子販売
時給

株式会社　ミヤザワ

長野県上伊那郡南箕輪村８２１２
－２

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円

包装業務【急募】
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
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 155,520円～

207,360円

入出庫業務
　※急募 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

省令３号
のニ 155,520円～

207,360円

歯科助手及び歯科受
付事務　
※急募

月給

くまくら歯科医院　熊倉
君枝

長野県上伊那郡宮田村６６９２

雇用・労災・
健康

雇用期間の定めなし
年齢不問 163,000円～

173,000円

シキボウ株式会社　長野事
業所

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪８６
７３ 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

生産管理業務　《急
募》 月給

シキボウ株式会社　長野事
業所

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪８６
７３ 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

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

プレス及びタップそ
の他作業　≪急募≫ 月給

株式会社　天竜工業

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪８８
７４－１ 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

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 162,000円～

162,000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

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 190,000円～

190,000円

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～
280,000円

所在地・就業場所

機械組立て調整／機
械加工
（急募）

月給

株式会社　ルビー精エ

長野県上伊那郡箕輪町東箕輪４９
３４－１

営業事務及び一般事
務
≪急募≫

月給

長野機材　株式会社　南信
支店

伊那市東春近２９１７番地２１

パーツフィーダー組
立検査
　※急募

月給

ＮＴＮテクニカルサービス
株式会社　長野事業所

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１４０１７－１１

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

情報システム（社
内）／生産管理業務
《急募》

月給

℡ 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30年10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。 

早く採用を決めたい 

ＨＯＴ求人情報（10／5 ～10／11) 

リフレッシュ求人（10／5～10／11) 
※リフレッシュ求人とは、当該期間中に条件緩和等により 

  応募しやすく変更した求人です。変更内容につきましては 
℡ 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30年10月15日 

○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/ 


