
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) 9時00分～18時00分

TEL 0265-81-0104
（従業員数 31人 ）

パート労働者 20060-11153981 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 9時00分～13時00分
(2)13時00分～17時00分

TEL 0265-81-0104 (3)14時00分～18時00分
（従業員数 31人 ）

パート労働者 20060-11162581 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 7時30分～11時30分

TEL 0265-81-0104
（従業員数 31人 ）

パート労働者 20060-11168081 就業場所 長野県駒ヶ根市
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 20060-11169381 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 0265-82-3011
（従業員数 14人 ）

正社員 20060-11184081 就業場所 長野県駒ヶ根市 厚生年金基金
変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種

59歳以下 (1)17時00分～ 2時00分

TEL 0265-73-8320
（従業員数 98人 ）

正社員 20060-11039081 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00分～17時30分

TEL 0265-83-4977
（従業員数 2人 ）

正社員 20060-11042481 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) 9時00分～18時00分

TEL 0265-82-4121
（従業員数 16人 ）

正社員 20060-11069781 就業場所
保育士

不問 (1)15時00分～18時00分 幼稚園教諭免許
小学校教諭免許

TEL 0265-83-5766
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20060-11093881 就業場所
栄養士

不問 (1) 8時30分～14時00分

TEL 0265-83-5766
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20060-11094281 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 0265-79-3293
（従業員数 16人 ）

正社員 20060-10974781 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 0266-41-5262
（従業員数 214人 ）

正社員 20060-10983881 就業場所
普通自動車免許一種

18歳～40歳 (1) 8時00分～17時00分
(2)21時00分～ 4時00分

TEL 0265-98-0225
（従業員数 8人 ）

正社員 20060-10931581 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修

TEL 0265-98-9207
（従業員数 5人 ）

正社員 20060-10937081 就業場所

不問 (1)15時30分～19時00分

TEL 0265-77-5512
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060-10945081 就業場所

受付事務（動物病院）
　☆急募

時給
つじもと動物病院　　辻
元　和明

長野県伊那市小沢７９８４－５

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～821円

介護職員【急募】
月給 合同会社　Ｍ’ｓクルー


認知症対応型通所介護ス
ローライフ

長野県上伊那郡南箕輪村２３８０番
地１０８６ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 168,000円～
235,000円

鉄道軌道工＜急募＞
日給

中部鉄建　株式会社

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１３７
７１－３ 雇用・労災・

健康・厚生10,000円～18,000
円雇用期間の定めなし

省令３号の
イ

220,000円～
396,000円

レジ担当《急募》
時給

株式会社マルトシ
労災

所在地・就業場所

レジ担当《急募》
時給

株式会社マルトシ

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

850円～1,000円

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

850円～1,000円

長野県駒ヶ根市中央１６－１９

又は 8時00分～18時00分の
間の4時間程度

又は 8時00分～18時00分の
間の4時間程度

雇用期間の定めなし
省令１号 308,428円～

358,428円

株式会社マルトシ

長野県駒ヶ根市中央１６－１９

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

850円～900円

精肉担当《急募》
時給

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

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令３号の

イ
168,000円～
350,000円

長野県駒ヶ根市中央１６－１９

長野県伊那市西春近５８４８－２

建築板金（急募）
月給

丸富工業

長野県上伊那郡飯島町七久保４７
７ー２

製造スタッフ（加工）
　※急募 月給

株式会社ミコマ技研

長野県駒ヶ根市下平８７４－１２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 165,000円～

210,000円
大型トラック運転手≪
急募≫ 月給

株式会社　中央高速運輸
雇用・労災・
健康・厚生

営業　＜急募＞
月給

ホンダカーズ松本南
駒ヶ根店（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３号の

イ
186,000円～
285,000円

長野県駒ヶ根市上穂栄町１－３

幼稚園教諭・保育士≪
急募≫ 時給

学校法人マリア学園　聖
マルチン幼稚園

長野県駒ヶ根市北町９－１１

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,000円～1,100円

調理補助
※急募 時給

学校法人マリア学園　聖
マルチン幼稚園

長野県駒ヶ根市北町９－１１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

830円～850円

生産管理（急募）
月給

有限会社　福沢製作所

長野県上伊那郡箕輪町大字東箕輪４
２３－３ 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

（製造部門での製造技
術職）
生産技術スタッフ
☆急募

月給
株式会社　ＩＨＩエアロ
マニュファクチャリング

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富９
７５ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問 161,000円～

257,600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30年12月17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（12／7～12／13) 

○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/ 


