
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) 8時30分～16時30分
(2) 8時30分～12時30分

TEL 0265-76-8110 (3)13時30分～16時30分
（従業員数 70人 ）

パート労働者 20060-10893481 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時20分～12時30分
(2) 8時20分～16時30分

TEL 0265-82-3390
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060-10900281 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30分～12時30分
(2) 8時30分～14時00分

TEL 0265-82-8614
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060-10905981 就業場所

不問

TEL 0265-84-1202
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20060-10912381 就業場所
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～13時00分
(2)13時30分～19時30分

TEL 0265-86-5575
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060-10915581 就業場所
調理師

不問 (1) 8時30分～15時15分

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060-10917781 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1)16時00分～18時00分
(2) 7時30分～ 8時30分

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060-10918881 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 7時00分～14時00分

TEL 0265-78-5707
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060-10919281 就業場所 長野県伊那市

64歳以下 (1) 8時15分～14時15分
(2)15時00分～20時30分

TEL 0265-78-5707
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060-10920381 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
看護師

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060-10921681 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 9時00分～12時00分
(2) 9時00分～15時00分

TEL 0265-78-5707
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20060-10922981 就業場所 長野県駒ヶ根市
保育士

不問 (1) 8時30分～17時00分 幼稚園教諭免許

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060-10923581 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060-10925781 就業場所

不問 (1) 7時00分～10時00分
(2) 7時30分～10時00分

TEL 0265-76-6100 (3) 8時00分～10時00分
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060-10852481 就業場所 長野県伊那市

清掃要員（みはらし
の湯）

時給

株式会社ＢＩＳＯ

長野県伊那市東春近５４９－３

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～821円

子育て支援員
時給

箕輪町役場
公災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

825円～825円

保育士
日給

箕輪町役場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１０２９８ 雇用・労災・

健康・厚生
8,200円～8,200円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,093円～1,093円

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１０２９８

清掃作業
時給

ジャーナル商事株式会
社　伊那支店

長野県伊那市中央５４７７

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～870円

清掃作業（ながたの
湯）

時給
ジャーナル商事株式会
社　伊那支店

労災

雇用期間の定めなし
省令１号

830円～900円

看護師
日給

箕輪町役場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１０２９８ 雇用・労災・

健康・厚生
9,750円～9,750円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,300円～1,300円

長野県伊那市中央５４７７

清掃作業
時給

ジャーナル商事株式会
社　伊那支店

長野県伊那市中央５４７７
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

830円～900円

長時間保育士
時給

箕輪町役場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１０２９８

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,000円～1,180円

850円～950円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

821円～850円

調理及び調理補助
（盛付）
≪急募≫

時給

給食調理員
時給

箕輪町役場
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

小売店員
時給

有限会社　トマト

長野県上伊那郡飯島町飯島２１２
７－１ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問

830円～850円

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１０２９８

長野県駒ヶ根市赤穂１０１９－２

長野県上伊那郡宮田村３３２８

8時30分～17時00分の間
の6時間程度

所在地・就業場所

入浴介助　＜急募＞
時給

医療法人　聖山会　介
護老人保健施設　辛夷
園

長野県伊那市荒井３８３１
雇用・労災・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問

875円～875円

生鮮部門スタッフ
時給

株式会社　長野県Ａ・
コープ　Ａコープ宮田
店

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

830円～830円

清掃スタッフ
時給

株式会社ビジニナル・
サービスセンター

雇用・労災・
健康・厚生

医療法人　すずらん
まえやま　内科胃腸科
クリニック

長野県駒ヶ根市赤穂１４６３２－
４

雇用・労災

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 

  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。 

パートの仕事（11／30～12／6) ○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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変形（１年単位）
不問 (1) 7時00分～12時00分

(2)13時00分～18時00分
TEL 0265-77-0233

（従業員数 7人 ）
パート労働者 20060-10862881 就業場所

普通自動車免許ＡＴ

不問 介護福祉士

TEL 0266-41-5651
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20060-10863281 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 介護福祉士

TEL 0266-41-5651
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20060-10865081 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問

TEL 0266-41-5651
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20060-10866381 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0266-41-5651
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20060-10867681 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問

TEL 0266-41-5651
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20060-10868981 就業場所

不問 (1) 8時30分～14時30分

TEL 0265-74-6666
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060-10878481 就業場所

不問 (1)13時00分～19時00分

TEL 0265-72-2013
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060-10742081 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) 8時30分～17時30分
(2)16時00分～ 9時00分

TEL 0265-71-8566
（従業員数 23人 ）

パート労働者 20060-10749881 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 6人 ）

有期派遣パート 20060-10750181 就業場所 長野県駒ヶ根市
建築士（２級）

不問 普通自動車免許一種

TEL 0265-81-6060
（従業員数 34人 ）

パート労働者 20060-10763581 就業場所 長野県駒ヶ根市
建築士（２級）

不問 普通自動車免許一種

TEL 0265-81-6060
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20060-10765781 就業場所 長野県伊那市
建築士（２級）

不問 普通自動車免許一種

TEL 0265-81-6060
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060-10766881 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

不問

TEL 090-4461-4625
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060-10773781 就業場所

採点、指導補助
時給

公文式　大出教室

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
２１３８－５ＪＡ上伊那大出支所
内 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円
16時00分～20時00分の間
の3時間程度

建築設計（辰野支
店）

時給

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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,250円～1,350円

建築設計（伊那支
店）

時給

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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,250円～1,350円

8時30分～17時00分の間
の5時間以上

8時30分～17時00分の間
の5時間以上

建築設計（駒ヶ根支
店）

時給

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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,250円～1,350円
8時30分～17時00分の間
の5時間以上

ケーブル加工
時給

株式会社　ナオス

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－４

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

850円～850円

介護員≪急募≫
時給

有限会社タウンハウス

長野県駒ヶ根市赤穂１４４９０
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～900円

菓子販売
時給

有限会社　石川

長野県伊那市荒井　１１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

830円～900円

荷受け出荷業務
時給

株式会社　折勝

長野県伊那市西春近５８５８－１

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

850円～1,120円

介護職
時給

社会福祉法人サン・ビ
ジョングレイスフル辰
野

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

1,030円～1,090円

長野県上伊那郡辰野町宮所８０７

9時00分～18時00分の間
の6時間程度

介護職
時給

社会福祉法人サン・ビ
ジョングレイスフル辰
野

長野県上伊那郡辰野町宮所８０７
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

1,170円～1,230円

介護職
時給

社会福祉法人サン・ビ
ジョングレイスフル辰
野

長野県上伊那郡辰野町宮所８０７

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

1,020円～1,080円
9時00分～18時00分の間
の4時間程度

介護職【介護福祉
士】

時給
社会福祉法人サン・ビ
ジョングレイスフル辰
野

長野県上伊那郡辰野町宮所８０７
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

1,060円～1,120円
9時00分～18時00分の間
の6時間程度

介護職【介護福祉
士】

時給
社会福祉法人サン・ビ
ジョングレイスフル辰
野

長野県上伊那郡辰野町宮所８０７

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

1,050円～1,120円
9時00分～18時00分の間
の4時間程度

精肉パック詰め作業
時給

大三ミート産業株式会
社

長野県伊那市上牧６６０１
生鮮市場伊那店内

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

850円～850円
7時00分～18時00分の間
の5時間程度
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変形（１ヶ月単位） 准看護師
18歳以上 (1)17時00分～10時00分 看護師

TEL 0266-41-0163
（従業員数 26人 ）

パート労働者 20060-10775281 就業場所

不問

TEL 0265-73-6200
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060-10780481 就業場所 長野県伊那市
保健師

64歳以下 (1) 9時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0266-41-1111
（従業員数 27人 ）

パート労働者 20060-10782881 就業場所

不問

TEL 0266-43-3111
（従業員数 42人 ）

パート労働者 20060-10788981 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
薬剤師

不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0265-78-4161
（従業員数 50人 ）

パート労働者 20060-10798481 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問

TEL 0265-73-0313
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060-10800581 就業場所

不問

TEL 0265-72-3129
（従業員数 23人 ）

パート労働者 20060-10802781 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-72-5770
（従業員数 28人 ）

パート労働者 20060-10803881 就業場所
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-82-8055
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20060-10804281 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1)10時00分～14時00分

TEL 0265-72-2915
（従業員数 28人 ）

パート労働者 20060-10811881 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許ＡＴ

不問

TEL 0265-72-3129
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060-10814081 就業場所

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-82-2358
（従業員数 21人 ）

パート労働者 20060-10819481 就業場所

不問 (1) 8時30分～14時00分
(2) 9時00分～14時30分

TEL 0265-76-6100 (3) 9時30分～15時00分
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060-10825981 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～17時05分

TEL 0265-82-2323
（従業員数 50人 ）

パート労働者 20060-10826581 就業場所

長野県上伊那郡辰野町中央１番地

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富
７３５３－２（北沢工業団地内）

又は 9時00分～22時00分
の間の3時間以上

9時00分～17時00分の間
の4時間程度

9時00分～17時00分の間
の5時間程度

8時30分～17時30分の間
の4時間以上

9時00分～16時00分の間
の5時間程度

包装作業・事務
時給

日精技研　株式会社

長野県駒ヶ根市赤穂６３３０
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

850円～900円

清掃要員（ニッパツ
駒ヶ根工場）

時給

株式会社ＢＩＳＯ

長野県伊那市東春近５４９－３

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～821円

フロント受付
時給

ＡＦＡＳ伊南スイミン
グクラブ

長野県駒ヶ根市赤穂８４６１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

825円～825円

経理・総務
時給

株式会社小松総合印刷
所

長野県伊那市横山１０９５５－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円
8時20分～17時10分の間
の3時間

ケーキ・菓子の販
売、接客サービス

時給
株式会社　菓匠Ｓｈｉ
ｍｉｚｕ

長野県伊那市上牧清水町６６０８

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円

部品資材管理
時給

株式会社　ユニテック
ス

長野県駒ヶ根市赤穂８７７６－１
１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～1,000円
8時30分～17時30分の間
の5時間

ダスキン商品のお届
け（一般家庭）

時給
株式会社　ダスキン伊
那　　　　ダスキン上
牧支店

長野県伊那市上牧６４７６－３
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

830円～830円

軽作業
時給

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

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円

一般事務
時給

有限会社　あーすホー
ム

長野県上伊那郡南箕輪村８２８３
－３

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～900円

薬剤師
時給

医療法人蜻蛉会　南信
病院

長野県上伊那郡南箕輪村８８１１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,500円～1,800円
又は 8時30分～17時15分
の間の5時間程度

検査員
時給

有限会社　河口工業
雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

860円～860円

保健師業務
時給

辰野町役場
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 適用除外

1,430円～1,430円

磁気センサー組立・
検査

時給

有限会社開拓精工

長野県伊那市高遠町西高遠１００
２

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～1,000円

看護師
日給

医療法人長生会土屋医
院

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１
６９５

労災
21,000円～25,000

円雇用期間の定めなし
省令２号

1,500円～1,785円
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不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-76-6100
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060-10835581 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
(2) 8時00分～12時00分

TEL 0265-72-1221
（従業員数 37人 ）

パート労働者 20060-10836481 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～15時00分

TEL 0265-72-1221
（従業員数 37人 ）

パート労働者 20060-10837781 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-83-3434
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060-10839281 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1)15時00分～18時30分
(2)14時00分～16時30分

TEL 0265-71-8010
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060-10840381 就業場所
特定曜日のみ(2)(3) 看護師

不問 (1) 8時30分～18時30分 准看護師
(2) 8時30分～16時30分

TEL 0265-71-8010 (3) 8時30分～12時30分
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060-10841681 就業場所
美容師

不問 (1) 9時00分～13時00分
(2)13時00分～18時00分

TEL 0265-71-4670
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20060-10842981 就業場所

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 0265-98-5875
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060-10580181 就業場所

不問 (1) 6時00分～10時00分

TEL 0265-82-8511
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20060-10595781 就業場所

不問

TEL 0265-83-2929
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060-10600881 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時45分～16時15分

TEL 0265-74-8630
（従業員数 24人 ）

パート労働者 20060-10609781 就業場所
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-72-5121
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20060-10615481 就業場所 長野県伊那市 厚生年金基金

不問 (1)10時00分～14時00分
(2)13時00分～16時00分

TEL 0265-74-2171 (3)10時00分～16時00分
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060-10620681 就業場所 長野県伊那市

不問 (1)15時30分～20時30分
(2)14時30分～20時30分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 1人 ）

有期派遣パート 20060-10623481 就業場所 長野県伊那市

9時00分～17時00分の間
の5時間程度

8時00分～17時00分の間
の6時間程度

調理スタッフ
※急募

時給
セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

950円～950円

ドコモスマホ教室ス
タッフ

時給
兼松コミュニケーショ
ンズ株式会社（伊那・
箕輪・駒ヶ根）

長野県伊那市山寺２８６－４
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

1,200円～1,200円
10時00分～19時00分の間
の3時間以上

ガソリンスタンドス
タッフ

時給

扇屋石油株式会社

長野県伊那市坂下３３０９
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,300円
7時30分～21時00分の間
の3時間以上

出荷作業
時給

デジタルランド株式会
社

長野県伊那市西春近２３０８－２
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円

火葬場のお給仕
時給

伊那葬祭業組合　組合
長　前澤朋欣

長野県駒ヶ根市飯坂１－３４－１
９

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～821円

調理スタッフ（駒ヶ
根高原リゾートリン
クス）

時給
株式会社三河湾リゾー
トリンクス　駒ヶ根高
原リゾートリンクス

長野県駒ヶ根市赤穂　５番１０８
６

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,100円～1,400円

検査
時給

ケイエス技研株式会社

長野県駒ヶ根市飯坂１－３３－３
８

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円

まつ毛エクステ
時給

株式会社シュール（Ｓ
ｕｒｅ）

長野県上伊那郡南箕輪村５４２４
－７

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,000円～1,500円

看護師または准看護
師

時給
たけまつハートクリ
ニック　　竹松　勇人

長野県伊那市上牧６３３５

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,350円～1,650円

院内用務・看護助手
時給

たけまつハートクリ
ニック　　竹松　勇人

長野県伊那市上牧６３３５

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

830円～930円

総合事務職
時給

駒ヶ根自動車産業株式
会社

長野県駒ヶ根市北町３１番１５号
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～1,100円
9時00分～15時00分の間
の4時間以上

食品製造
時給

株式会社ミヤシタフー
ズ

長野県伊那市上新田２３７２－２

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

850円～900円

浄化システム管理
時給

株式会社ミヤシタフー
ズ

長野県伊那市上新田２３７２－２
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

1,000円～1,000円

日常清掃（長野県立
こころの医療セン
ター駒ヶ根）

時給

株式会社ＢＩＳＯ

長野県伊那市東春近５４９－３

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～821円
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不問 (1) 5時30分～ 9時00分

TEL 0265-73-8811
（従業員数 26人 ）

パート労働者 20060-10635181 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 6時00分～ 9時30分

TEL 0265-82-3828
（従業員数 68人 ）

パート労働者 20060-10639981 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～10時00分
(2)15時30分～17時00分

TEL 0265-79-1749 (3)10時00分～12時00分
（従業員数 100人 ）

パート労働者 20060-10670381 就業場所 長野県伊那市
ホームヘルパー２級

不問 (1) 7時00分～15時30分
(2)12時30分～21時00分

TEL 0265-79-1749 (3) 8時30分～17時00分
（従業員数 260人 ）

パート労働者 20060-10671681 就業場所 長野県伊那市
看護師

不問 (1) 8時30分～17時00分 保健師
准看護師

TEL 0265-79-1749
（従業員数 260人 ）

パート労働者 20060-10674481 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
看護師

不問 (1) 8時30分～17時00分 保健師
准看護師

TEL 0265-79-1749
（従業員数 100人 ）

パート労働者 20060-10677281 就業場所 長野県伊那市
変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

不問 普通自動車免許一種

介護職員初任者研修

TEL 0265-79-1749
（従業員数 70人 ）

パート労働者 20060-10680981 就業場所 長野県伊那市
ホームヘルパー２級

不問 (1) 7時30分～ 9時00分
(2)11時30分～13時00分

TEL 0265-79-1749 (3)17時30分～19時00分
（従業員数 100人 ）

パート労働者 20060-10681581 就業場所 長野県伊那市
薬剤師

不問

TEL 0265-79-1749
（従業員数 260人 ）

パート労働者 20060-10682481 就業場所
看護師

59歳以下 (1)14時30分～18時00分 准看護師

TEL 0265-78-5151
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060-10685281 就業場所

不問 (1) 9時00分～13時00分
(2)13時00分～19時00分

TEL 0265-76-2988 (3)18時00分～23時00分
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20060-10687081 就業場所

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-82-5959
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20060-10690481 就業場所

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-82-5959
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20060-10692881 就業場所

不問

TEL 0265-82-5261
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20060-10702681 就業場所

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１１３２４番地

長野県伊那市西町５１２１－１

8時00分～18時00分の間
の4時間程度

8時00分～17時00分の間
の6時間程度

9時00分～23時00分の間
の4時間以上

7時00分～21時00分の間
の3時間程度

一般事務
時給

新井電気工業　株式会
社

長野県駒ヶ根市赤穂４７２９－１

雇用・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

検査（軽作業）
時給

株式会社ヨシオカ

長野県駒ヶ根市下平２９３４－５
７７

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

830円～900円

製造補助作業
時給

株式会社ヨシオカ

長野県駒ヶ根市下平２９３４－５
７７

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

830円～900円
8時00分～17時00分の間
の6時間程度

接客調理（伊那店）
時給

丸亀製麺（株式会社ト
リドールホールディン
グス）

長野県伊那市山寺２６３－１

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

950円～950円

看護師・准看護師
時給

医療法人　神山内科医
院

労災

雇用期間の定めなし
省令１号

1,300円～1,500円

薬剤師（上伊那生協
病院）

時給
上伊那医療生活協同組
合

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,407円～1,840円
13時00分～17時00分の間
の3時間程度

介護職員（食事介
助）
＜はびろの里＞

時給
上伊那医療生活協同組
合

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１１３２４番地

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

900円～900円

訪問介護職員（ヘル
パーステーションあ
おば）

時給
上伊那医療生活協同組
合

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１１３２４番地

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

1,150円～1,300円

看護師（はびろの
里）

時給
上伊那医療生活協同組
合

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１１３２４番地 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

1,271円～1,730円

看護師（上伊那生協
病院・上伊那医療生
協内介護施設

時給
上伊那医療生活協同組
合

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１１３２４番地 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

1,271円～2,313円

介護職員（なないろ
の家または　上伊那
生協病院）

時給
上伊那医療生活協同組
合

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１１３２４番地 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

979円～1,327円

送迎運転手
時給

上伊那医療生活協同組
合

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
１１３２４番地

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

830円～900円

厨房手伝い
時給

株式会社　駒ヶ根自動
車学校

長野県駒ヶ根市赤穂１６３９８番
地

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

900円～900円

キッチンスタッフ
時給

信州ＩＮＡセミナーハ
ウス　（ランド商事
株式会社）

長野県伊那市日影１番地
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～1,000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 30年12月10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。 

パートの仕事（11／30～12／6) ○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/ 

歯科衛生士
不問 (1)14時30分～18時00分

(2) 9時00分～13時00分
TEL 0265-72-5000

（従業員数 5人 ）
パート労働者 20060-10715881 就業場所 長野県伊那市

普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～15時00分 作業療法士

TEL 0265-81-6501
（従業員数 177人 ）

パート労働者 20060-10726081 就業場所

不問 (1) 8時30分～15時30分
(2) 9時00分～16時00分

TEL 0265-96-2525
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20060-10727381 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～11時30分
(2)14時00分～17時30分

TEL 0266-78-8503
（従業員数 49人 ）

パート労働者 20060-10731881 就業場所
ホームヘルパー２級

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0266-78-8503
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20060-10732281 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30分～17時30分

TEL 0265-83-6976
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060-10735381 就業場所 長野県駒ヶ根市
普通自動車免許ＡＴ

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-88-4069
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20060-10548081 就業場所

不問

TEL 0265-76-2111
（従業員数 65人 ）

パート労働者 20060-10551481 就業場所 長野県伊那市

不問

TEL 0265-76-2111
（従業員数 65人 ）

パート労働者 20060-10556081 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時00分～12時00分

TEL 0265-76-2111
（従業員数 65人 ）

パート労働者 20060-10558681 就業場所 長野県伊那市
又は 8時00分～18時00分
の間の8時間程度

8時00分～18時00分の間
の8時間程度

鮮魚、寿司コーナー
での販売
（双葉食彩館）

時給

株式会社ニシザワ

長野県伊那市日影４３５－１
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

840円～840円

惣菜コーナーでの販
売
（双葉食彩館）

時給

株式会社ニシザワ

長野県伊那市日影４３５－１
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

840円～840円

ベーカリーコーナー
での販売（双葉食彩
館）

時給

株式会社ニシザワ

長野県伊那市日影４３５－１
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

840円～840円
8時00分～18時00分の間
の8時間程度

経理事務
時給

社会福祉法人　麦の家

長野県上伊那郡中川村大草４５５
９番地 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令１号

850円～850円

介護（宅老所）
＊送迎を含む

時給
特定非営利活動法人
こまネット

長野県駒ヶ根市梨の木５－３４
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

850円～1,000円

介護職（特養又はデ
イサービス）

時給
社会福祉法人　音葉会
ふらっと辰野老人福祉
施設

上伊那郡辰野町大字伊那富６３３
３－２ 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

910円～1,300円

営繕・送迎職員
時給

社会福祉法人　音葉会
ふらっと辰野老人福祉
施設

上伊那郡辰野町大字伊那富６３３
３－２

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

事務補佐員
時給 独立行政法人　国立青

少年教育振興機構　国
立信州高遠青少年自然
の家

長野県伊那市高遠町藤沢６８７７
－１１ 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

886円～886円

理学療法士
時給

社会福祉法人　長野県
社会福祉事業団　西駒
郷

長野県駒ヶ根市下平２９０１－７

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,311円～1,311円

歯科衛生士
時給

中村歯科医院　中村康
洋

長野県伊那市荒井３４７０－６

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,350円～1,450円


