
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

変形（１週間単位非定型的） 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 6時00分～ 9時00分

(2)15時00分～18時00分
TEL 0265-85-4440 (3)18時00分～22時00分

（従業員数 12人 ）
パート労働者 20060- 1915691 就業場所 長野県上伊那郡中川村

変形（１週間単位非定型的） 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 6時00分～ 9時00分

(2)15時00分～18時00分
TEL 0265-85-4440 (3)18時00分～22時00分

（従業員数 12人 ）
パート労働者 20060- 1917491 就業場所 長野県上伊那郡宮田村

不問

TEL 0265-98-0713
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 1920191 就業場所 長野県上伊那郡中川村

不問

TEL 0265-81-6060
（従業員数 95人 ）

パート労働者 20060- 1923691 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時30分～11時30分

TEL 0265-85-3181
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20060- 1924991 就業場所 長野県上伊那郡宮田村
保育士

不問 (1)16時00分～18時00分
(2)16時00分～19時00分

TEL 0265-85-3181
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 1928291 就業場所 長野県上伊那郡宮田村
看護師

不問 准看護師

TEL 0265-79-1988
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 1932991 就業場所

不問 (1) 9時00分～15時05分

TEL 0265-72-2013
（従業員数 21人 ）

パート労働者 20060- 1933491 就業場所

18歳以上 (1)18時00分～23時00分

TEL 0265-71-1955
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20060- 1934791 就業場所
臨床検査技師

不問 (1) 8時30分～12時00分
(2)15時00分～18時00分

TEL 0265-77-0582
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 1938191 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-96-7445
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 1939091 就業場所
看護師

不問 (1) 8時30分～13時30分 准看護師
(2)13時30分～17時30分

TEL 0265-98-9207
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 1866091 就業場所

不問 (1) 8時30分～13時30分
(2)12時30分～17時30分

TEL 0265-98-9207
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 1867391 就業場所

不問 (1) 9時00分～14時00分

TEL 0265-98-9207
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 1868691 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-82-2121
（従業員数 512人 ）

パート労働者 20060- 1874091 就業場所 長野県駒ヶ根市

 8時30分～17時00分の間
の4時間以上

 8時00分～17時00分の間
の6時間以上

 8時30分～18時30分の間
の5時間以上

 8時30分～17時30分の間
の5時間以上

看護助手
時給

昭和伊南総合病院

長野県駒ヶ根市赤穂３２３０
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

960円～960円

調理師
時給 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

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～1,000円

介護職員
時給 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

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,200円

看護職員
時給 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

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,100円～1,500円

 8時30分～17時30分の間
の5時間程度

長野県上伊那郡南箕輪村２３８０番
地１０８６

現場事務及び納品
＊急募 時給

株式会社　シンセイ
ツール

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪字
北原２０５６－１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円

ホールサービス（飲食
店接客） 時給

ｔａｂｌｅ　ｔｏｐ
有賀友昭

労災

雇用期間の定めなし
省令２号

900円～1,000円

臨床検査技師
時給

くろごうち内科・循環
器科医院　黒河内　典
夫

長野県伊那市境１６６４－３

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,000円～1,300円

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８
３２５－３

菓子製造
時給

有限会社　石川

長野県伊那市荒井　１１

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

830円～900円

看護士（正・准）
時給

医療法人　いくやま医
院

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪９
４３１－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問
1,400円～1,400円

880円～880円

雇用期間の定めなし
省令２号

822円～827円

基盤の組立・はんだ付
け 時給

保育士
時給

宮田村役場
労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,350円～1,350円

パート調理員
時給

宮田村役場

長野県上伊那郡宮田村９８

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

870円～870円

長野県上伊那郡宮田村９８

長野県駒ヶ根市上穂栄町４－５

長野県駒ヶ根市北町２２－１

所在地・就業場所

コンビニエンスストア
スタッフ 時給

セブンイレブン（有限
会社よろずや本舗）

長野県駒ヶ根市上穂栄町４－５
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号

822円～827円

制御装置用ソフトウェ
アのプログラミング作
業

時給

株式会社ヤマウラ
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

コンビニエンスストア
スタッフ 時給

セブンイレブン（有限
会社よろずや本舗）

雇用・労災・
健康・厚生

株式会社　ライフテッ
ク

長野県上伊那郡中川村片桐５６５－
１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問
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不問

TEL 0265-83-5155
（従業員数 60人 ）

パート労働者 20060- 1877991 就業場所 長野県駒ヶ根市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

60歳以上 (1) 8時00分～18時30分

TEL 0265-76-5111
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 1880591 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
交替制あり

不問 (1)10時00分～14時00分
(2)13時30分～17時30分

TEL 0265-82-2521
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 1881191 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1)16時00分～21時00分

TEL 0265-98-8462
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 1882091 就業場所 長野県伊那市

不問 (1)16時00分～21時00分

TEL 0265-98-8462
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 1883391 就業場所 長野県伊那市
看護師

不問 (1) 8時45分～16時00分 准看護師

TEL 0265-86-7715
（従業員数 37人 ）

パート労働者 20060- 1886491 就業場所

不問 (1)13時55分～18時30分
(2) 8時50分～13時30分

TEL 0265-79-5950
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 1892691 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～13時30分
(2)13時00分～17時00分

TEL 0265-72-5730
（従業員数 65人 ）

パート労働者 20060- 1898591 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～17時00分

TEL 0265-72-2473
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 1900791 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～12時00分

TEL 0265-72-5730
（従業員数 65人 ）

パート労働者 20060- 1901891 就業場所

不問

TEL 0265-82-2523
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20060- 1905091 就業場所

不問 (1)14時00分～19時00分

TEL 0265-71-5171
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060- 1907691 就業場所

不問 (1)15時30分～20時30分
(2)14時30分～20時30分

TEL 0265-71-8566
（従業員数 24人 ）

パート労働者 20060- 1775591 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～12時00分
(2) 8時00分～15時00分

TEL 0265-78-9401
（従業員数 37人 ）

パート労働者 20060- 1776191 就業場所

不問 (1) 8時15分～15時00分
(2) 9時00分～15時00分

TEL 0265-83-3704
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 1778391 就業場所

 8時10分～17時00分の間
の5時間以上

 9時00分～17時00分の間
の7時間程度

組立
時給

株式会社　小林製作所

長野県駒ヶ根市飯坂２－８－１２

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

840円～840円

構内及び洗車作業
時給

愛知車輛興業株式会社
伊那営業所

長野県上伊那郡南箕輪村字中野原８
３０６－１１１１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問
830円～830円

調理員（老人ホーム）
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

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～900円

倉庫内作業
時給

株式会社　伊藤園　伊
那支店

長野県上伊那郡南箕輪村８９９１－
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～1,000円

機械オペレーター
時給

信州コガネイ株式会社

長野県駒ヶ根市飯坂２－１１－１１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円

お弁当の配達【本社】
時給

有限会社　マリンフー
ズグループ

長野県上伊那郡南箕輪村塩の井４０
７－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円

車の洗車・回送
時給

日産プリンス松本販売
株式会社　伊那店

長野県上伊那郡南箕輪村７４０２ー
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

850円～850円

お弁当容器の洗浄
時給

有限会社　マリンフー
ズグループ

長野県上伊那郡南箕輪村塩の井４０
７－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～900円

歯科助手
時給

たちばな歯科医院　下
島　康司

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１
２５３２－１ 雇用・労災・

健康
雇用期間の定めなし

年齢不問
1,000円～1,100円

看護スタッフ
時給

株式会社　一期会

長野県上伊那郡飯島町飯島２３１７
－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

1,200円～1,200円

個別指導の講師（準社
員） 月給

株式会社アドバンス
古賀塾　Ａｄｖａｎｃ
ｅ

雇用・労災
120,000円～120,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,200円～1,200円

長野県伊那市西町４８４８

個別指導の講師（準社
員） 月給

株式会社アドバンス
古賀塾　Ａｄｖａｎｃ
ｅ

長野県伊那市西町４８４８

雇用・労災
120,000円～120,000円

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,200円～1,200円

エクステリア商品の販
売（伊北店） 時給

株式会社　カクイチ
伊那営業所

長野県駒ヶ根市赤穂福岡９１９２－
１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円

タクシー乗務員
時給

伊那タクシー　株式会
社

長野県伊那市坂下３３０９
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令３号の

ニ 880円～910円

料理の提供
時給

株式会社　トヨタエン
タプライズ　南信事業
室　駒ヶ根グループ

長野県駒ヶ根市赤穂５－１１９８

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

830円～1,200円
 6時30分～22時00分の間
の5時間程度
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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- 1780491 就業場所

18歳以上 (1) 9時30分～17時00分
(2)12時00分～19時30分

TEL 0265-70-7350 (3)16時30分～ 0時00分
（従業員数 27人 ）

パート労働者 20060- 1781791 就業場所

18歳以上 (1) 9時00分～17時00分
(2) 9時30分～17時00分

TEL 0265-70-7350
（従業員数 27人 ）

パート労働者 20060- 1782891 就業場所

不問 (1) 9時00分～17時00分

TEL 0265-72-6616
（従業員数 166人 ）

パート労働者 20060- 1784591 就業場所
普通自動車免許一種

18歳以上

TEL 0265-82-2714
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20060- 1786091 就業場所

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2) 9時00分～12時00分

TEL 0265-82-3390
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 1787391 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-71-3800
（従業員数 50人 ）

パート労働者 20060- 1790891 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時15分～17時15分
(2)16時30分～ 8時30分

TEL 0265-88-3337
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20060- 1791291 就業場所

不問 (1) 9時00分～13時00分

TEL 0265-71-3800
（従業員数 50人 ）

パート労働者 20060- 1802491 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2) 9時00分～16時00分

TEL 0265-79-8838 (3) 9時00分～17時25分
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20060- 1804891 就業場所
大型自動車免許二種

不問 (1) 5時00分～ 7時00分
(2)18時00分～20時00分

TEL 0265-71-3800
（従業員数 50人 ）

パート労働者 20060- 1806591 就業場所

不問 (1) 6時00分～ 9時00分
(2)16時00分～21時00分

TEL 0265-98-8399
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 1808091 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 自動車整備２級ジゼ

TEL 0265-72-5836
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20060- 1813591 就業場所 長野県伊那市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-72-5836
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20060- 1814191 就業場所 長野県伊那市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

18歳以上 (1)19時00分～ 3時00分

TEL 0265-72-5836
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20060- 1815091 就業場所 長野県伊那市

長野県伊那市荒井３３８３

長野県上伊那郡箕輪町北島７９３６
－１

 8時30分～17時00分の間
の7時間程度

 2時00分～ 6時00分の間
の2時間程度

タクシー乗務員（夜
勤）

時給
有限会社　白川タク
シー

長野県伊那市山寺１７５２－３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号

830円～860円

タクシー乗務員（日
勤） 時給

有限会社　白川タク
シー

長野県伊那市山寺１７５２－３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

830円～860円

自動車整備士
時給

有限会社　白川タク
シー

長野県伊那市山寺１７５２－３
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
 8時30分～17時00分の間
の5時間程度

世話人及び生活支援員
時給

特定非営利活動法人
パンセの会

長野県伊那市西箕輪６６５０‐１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,000円～1,000円

バス運転手（バスツ
アー） 時給

トラビスジャパン株式
会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８
２９５－５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問
821円～1,500円

プリント基板組立・検
査・部品の受け入れ 時給

信州電子工業株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１
０３２０一２０

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

821円～900円

経理・総務・事務
（トラビスジャパン本
社）

時給
トラビスジャパン株式
会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８
２９５－５

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～1,000円

介護士
時給

特定非営利活動法人
かつら
（宅幼老所　かつら）

長野県上伊那郡中川村葛島６８５

雇用・労災

雇用期間の定めなし
省令２号

850円～950円

旅行受付・手配・企画
（本社） 時給

トラビスジャパン株式
会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８
２９５－５

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～1,000円

メイキングスタッフ
時給

株式会社ビジニナル・
サービスセンター

長野県駒ヶ根市赤穂１０１９－２

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

821円～900円

新聞配達業務　≪急募
≫ 時給

有限会社　ハタノ（読
売新聞販売店）

長野県駒ヶ根市経塚１２－１７

労災

雇用期間の定めなし
省令２号

1,000円～1,500円

データチェックを主と
する事務業務 時給

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
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

900円～900円

事務員
時給

ＩＮＤＹ伊北インター
店

長野県上伊那郡箕輪町北島７９３６
－１

労災

雇用期間の定めなし
不明

900円～1,000円

ホールスタッフ
時給

ＩＮＤＹ伊北インター
店

労災

雇用期間の定めなし
省令２号

1,100円～1,200円

接客係
時給

有限会社　海老屋
労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850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2月25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。 
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普通自動車免許一種
不問 (1)20時00分～22時00分

TEL 0265-72-5231
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 1818991 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-72-5231
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 1819491 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村

不問 (1) 8時30分～12時00分
(2)14時30分～18時00分

TEL 0265-71-3160
（従業員数 85人 ）

パート労働者 20060- 1822191 就業場所
交替制あり

18歳以上 (1) 7時30分～16時30分
(2)12時00分～21時00分

TEL 0265-83-3185 (3)15時30分～ 0時30分
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20060- 1824391 就業場所

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-96-0295
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 1825691 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

不問 (1) 8時00分～15時00分

TEL 0265-85-2343
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20060- 1827491 就業場所

不問 (1) 6時00分～10時00分
(2)18時00分～21時00分

TEL 0265-74-7011 (3)15時00分～21時00分
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 1830191 就業場所

不問

TEL 0266-43-2612
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20060- 1833691 就業場所
歯科衛生士

不問

TEL 0265-76-8548
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 1834991 就業場所
高等学校教諭免許

不問 (1)10時00分～15時00分

TEL 0266-75-0581
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 1838291 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

不問 (1)10時00分～16時00分

TEL 0265-72-0333
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 1840391 就業場所 長野県伊那市
交替制あり 薬剤師

不問 (1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許一種
(2)13時00分～17時00分

TEL 0265-71-3654 (3)15時00分～19時00分
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 1857091 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-98-5388
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060- 1863291 就業場所
ホームヘルパー２級

不問 介護職員初任者研修

TEL 0265-79-0011
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 1738991 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問

TEL 0265-79-0011
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 1739491 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

 8時15分～17時15分の間
の5時間程度

 8時10分～17時30分の間
の6時間程度

 9時00分～19時30分の間
の7時間程度

 8時00分～18時00分の間
の6時間程度

10時00分～18時00分の間
の6時間程度

調理　清掃スタッフ
時給

スマイル株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪３
５２５－１８

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～950円

介護職員・介護員
時給

スマイル株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪３
５２５－１８

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,300円

洗車作業≪急募≫
時給

日本梱包運輸倉庫株式
会社　松本営業所伊那
出張所

上伊那郡南箕輪村９６９１－１

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

900円～1,000円

薬剤師（薬局）
時給

一般社団法人　上伊那
ひまわり企画

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１
１３２８－４ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問
1,300円～2,300円

接客及び調理補助
時給

こやぶ　伊藤祐一

長野県伊那市中央４４９８－６

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

950円～1,050円

非常勤講師（辰野本
校） 時給

学校法人つくば開成学
園　つくば開成学園高
等学校

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富３
３０５番地９４

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,000円～1,000円

歯科衛生士
時給 平出小児歯科医院　平

出吉範
（ひらいで小児歯科医
院）

長野県伊那市日影４０４－３

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,200円～1,400円
 8時30分～17時30分の間
の5時間程度

事務作業≪急募≫
時給

株式会社　フィールド

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富２
３９１－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問
870円～900円

商品仕分け作業
時給

セイノースーパーエク
スプレス株式会社　伊
那航空営業所

長野県上伊那郡南箕輪村５５５３－
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～850円

製造
時給

ポリマーギヤ株式会社
信州伊那工場

長野県上伊那郡宮田村６１１１－９
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

840円～840円

一般事務・経理事務
時給

株式会社　ＫＯＵＳＥ
Ｉ

長野県上伊那郡飯島町飯島２４３６
－２７

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

821円～900円

ホール業務
時給

株式会社ダイナム長野
駒ヶ根店

長野県駒ヶ根市赤穂１０２６０ー１
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

1,225円～1,440円
 8時00分～23時59分の間
の8時間

商品の仕分け作業
時給

信州名鉄運送株式会社
箕輪営業所

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１４６
１３－６

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

825円～835円

ＳＳ店頭スタッフ
時給

株式会社伊那中央石油

長野県伊那市中央４５９６

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,500円
 7時00分～22時00分の間
の3時間以上

ＳＳ店舗内事務補助
時給

株式会社伊那中央石油

長野県伊那市中央４５９６

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円
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歯科衛生士
59歳以下 (1) 9時30分～13時30分

(2)15時00分～17時30分
TEL 0265-86-6050 (3)17時30分～20時00分

（従業員数 10人 ）
パート労働者 20060- 1746991 就業場所

看護師
59歳以下 (1) 9時30分～13時30分

(2)15時00分～17時30分
TEL 0265-86-6050 (3)17時30分～20時00分

（従業員数 10人 ）
パート労働者 20060- 1748791 就業場所

保育士
不問 (1) 9時30分～13時30分

(2)15時00分～19時30分
TEL 0265-86-6050 (3)17時00分～20時00分

（従業員数 10人 ）
パート労働者 20060- 1751091 就業場所

保育士
不問 (1) 9時30分～13時30分

(2)15時00分～19時30分
TEL 0265-86-6050 (3)17時00分～20時00分

（従業員数 10人 ）
パート労働者 20060- 1752391 就業場所

不問 (1) 9時30分～14時30分
(2)15時00分～19時30分

TEL 0265-86-6050 (3)17時00分～20時30分
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 1753691 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

59歳以下 (1) 9時30分～14時30分
(2)15時00分～19時30分

TEL 0265-86-6050 (3)17時00分～20時30分
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 1754991 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

59歳以下 (1) 9時30分～13時30分
(2)15時00分～17時30分

TEL 0265-86-6050 (3)17時30分～20時00分
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 1755491 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～13時30分

TEL 0265-72-2072 (3) 8時30分～15時30分
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20060- 1757891 就業場所 長野県伊那市
交替制あり

不問 (1) 7時30分～ 9時30分
(2)11時00分～14時00分

TEL 0265-81-6501 (3)17時15分～20時15分
（従業員数 177人 ）

パート労働者 20060- 1760391 就業場所
保育士

不問 (1) 9時00分～15時30分 幼稚園教諭免許

TEL 0265-83-2111
（従業員数 144人 ）

パート労働者 20060- 1762991 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問

TEL 0265-78-6651
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20060- 1768191 就業場所

不問 (1)18時00分～21時00分

TEL 0265-72-7199
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 1773891 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村

不問 (1) 8時30分～17時15分
(2) 8時30分～15時15分

TEL 0265-76-6800
（従業員数 42人 ）

パート労働者 20060- 1700591 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-77-5301
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20060- 1703391 就業場所

不問 (1) 6時30分～ 8時30分
(2)16時30分～20時30分

TEL 0265-73-0650 (3)16時00分～ 9時30分
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20060- 1710091 就業場所 長野県伊那市

長野県上伊那郡飯島町飯島２５２７
－６（飯島町役場西・文化館斜め向
い）

長野県上伊那郡飯島町飯島２５２７
－６（飯島町役場西・文化館斜め向
い）

 9時30分～20時00分の間
の4時間程度

 9時30分～20時00分の間
の4時間程度

 9時30分～20時00分の間
の4時間程度

グループホームの世話
人

時給
社会福祉法人　長野県
社会福祉事業団　ほっ
と上伊那

長野県伊那市狐島３７９９ー１　ナ
ユタ未来通り１Ｆ東側 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

958円～958円

電気・電子設備の保
守・保全 時給

アムトランス株式会社
伊那事業所

長野県上伊那郡南箕輪村２８４－２
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

850円～850円

事務補助
日給

上伊那地域振興局

長野県伊那市荒井３４９７
雇用・公災・
健康・厚生

5,175円～7,050円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

900円～900円

調理補助・接客
時給

株式会社　口福商店

長野県上伊那郡南箕輪村７２３３－
１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～900円
17時00分～22時00分の間
の3時間以上

事務
時給

株式会社　Ａ・Ｍ・Ｃ

長野県上伊那郡南箕輪村２３６４
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

860円～860円
 8時30分～16時00分の間
の6時間程度

保育士
時給

駒ヶ根市役所

長野県駒ヶ根市赤須町２０番１号
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

962円～962円

生活支援パート
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

958円～958円

介護職員
時給

株式会社　ふれ愛セン
ターつどい

伊那市御園１４０７番地１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,200円
 8時30分～17時30分の間
の5時間程度

歯科助手
時給

医療法人Ｍａｉｔｒｅ
ｙａ
恵幸堂歯科医院

長野県上伊那郡飯島町飯島２５２７
－６（飯島町役場西・文化館斜め向
い）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号

950円～1,200円

洗いもの・清掃係
時給

医療法人Ｍａｉｔｒｅ
ｙａ
恵幸堂歯科医院

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号

900円～1,000円
 9時30分～20時30分の間
の4時間程度

 9時30分～20時00分の間
の4時間程度

クリーンキーパー
時給

医療法人Ｍａｉｔｒｅ
ｙａ
恵幸堂歯科医院

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円
 9時30分～20時30分の間
の4時間程度

保育助手（歯科医院）
時給

医療法人Ｍａｉｔｒｅ
ｙａ
恵幸堂歯科医院

長野県上伊那郡飯島町飯島２５２７
－６（飯島町役場西・文化館斜め向
い）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,500円
 9時30分～20時00分の間
の4時間程度

保育士（歯科医院）
時給

医療法人Ｍａｉｔｒｅ
ｙａ
恵幸堂歯科医院

長野県上伊那郡飯島町飯島２５２７
－６（飯島町役場西・文化館斜め向
い）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

950円～1,700円

看護師
時給

医療法人Ｍａｉｔｒｅ
ｙａ
恵幸堂歯科医院

長野県上伊那郡飯島町飯島２５２７
－６（飯島町役場西・文化館斜め向
い） 雇用・労災

雇用期間の定めなし
省令１号

1,300円～2,500円

歯科衛生士
時給

医療法人Ｍａｉｔｒｅ
ｙａ
恵幸堂歯科医院

長野県上伊那郡飯島町飯島２５２７
－６（飯島町役場西・文化館斜め向
い）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号

1,300円～2,500円



年齢・
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℡ 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2月25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（2／15～2／21) ○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/ 

看護師
不問 (1)14時15分～18時00分 准看護師

TEL 0265-77-0582
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 1714491 就業場所

不問

TEL 0265-82-3311
（従業員数 129人 ）

パート労働者 20060- 1715791 就業場所

不問

TEL 0265-74-0075
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 1718591 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時15分
(2) 8時30分～15時15分

TEL 0265-76-6845
（従業員数 59人 ）

パート労働者 20060- 1719191 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-98-6345
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20060- 1720691 就業場所

18歳以上 (1)17時30分～23時30分

TEL 0265-83-0732
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 1722491 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許一種
キャリコン技能士２級

TEL 0265-71-5051
（従業員数 24人 ）

パート労働者 20060- 1725291 就業場所

不問 (1) 8時15分～16時00分
(2) 8時15分～15時00分

TEL 0265-76-6100 (3) 8時15分～12時00分
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 1726591 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1)16時00分～19時00分
(2) 8時15分～17時30分

TEL 0265-76-1122
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060- 1731891 就業場所
美容師

不問

TEL 0265-74-8887
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20060- 1736391 就業場所

美容業務
時給

Ｈａｉｒ＆Ｓｐａ　Ｃ
ＩＥＬ　福澤　健

長野県伊那市前原８２６８－３３９

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円

受付、一般事務
時給

有限会社　池上輪店

長野県伊那市中央４７９６

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～850円

 9時00分～19時00分の間
の5時間程度

清掃要員（病院日常）
【伊那中央病院】 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～850円

就職支援員
日給

長野県南信工科短期大
学校

長野県上伊那郡南箕輪村８３０４－
１９０ 雇用・労災・

健康・厚生12,100円～12,100
円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上） 年齢不問
1,561円～1,561円

接客及び調理補助
月給

ａｃｑｕａ　ｄｉ　ｆ
ｏｎｔｅ　石澤久司

長野県駒ヶ根市上穂栄町２３－１
駒ヶ根総合文化センター２Ｆ

雇用・労災
100,000円～100,000円

雇用期間の定めなし
省令２号

1,000円～1,000円

フルート（楽器）の製
作補助 時給

宮澤フルート製造　株
式会社　長野飯島工場

長野県上伊那郡飯島町飯島７５８番
地

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

830円～830円

一般事務補助
日給

伊那建設事務所

長野県伊那市荒井３４９７
伊那合同庁舎内 雇用・労災・

健康・厚生
5,175円～7,050円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

900円～909円

医療事務
時給

おおがや薬局　株式会
社

長野県伊那市西箕輪６６９７－１
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

850円～950円
 9時00分～17時30分の間
の3時間以上

ショップ・カフェス
タッフ（販売、接客、
調理補助）

時給
養命酒製造株式会社
駒ヶ根工場

駒ヶ根市赤穂１６４１０

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

880円～930円

正看護師または准看護
師 時給

くろごうち内科・循環
器科医院　黒河内　典
夫

長野県伊那市境１６６４－３

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,300円～1,500円

 8時40分～17時10分の間
の5時間以上


