
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～16時00分

TEL 0266-41-1621
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060-  988691 就業場所
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-73-5995
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060-  938991 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問

TEL 0265-79-0077
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060-  859491 就業場所

不問 (1) 9時00分～14時00分
(2)17時00分～22時00分

TEL 0265-76-5500
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20060-  894291 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～14時00分
(2)17時00分～22時00分

TEL 0265-76-5500
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20060-  895591 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
普通自動車免許一種

不問

TEL 0266-41-0363
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060-  791091 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問

TEL 0265-98-8639
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060-  799591 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-77-0301
（従業員数 38人 ）

パート労働者 20060-  834491 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村

不問 (1) 8時30分～15時00分

TEL 0265-79-8259
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20060-  722891 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

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-  738491 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-  788791 就業場所
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-78-2825
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060-  665991 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問

TEL 0266-46-3185
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060-  695091 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
(2) 9時00分～15時00分

TEL 0266-41-5353
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20060-  597791 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
普通自動車免許ＡＴ

不問 普通自動車免許一種

TEL 0265-72-0570
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060-  621691 就業場所

剥離作業
時給

株式会社エム・ケー・サイエ
ンス

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富１８
４番地 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

経理・事務≪急募≫
時給

有限会社　ギャランショップ
伊北

長野県上伊那郡南箕輪村４７９１－３

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円
 8時40分～17時30分の間の5
時間以上

工場内事務
時給

株式会社澤田製作所

長野県上伊那郡辰野町大字小野１８０
２番地１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円
 8時30分～16時55分の間の6
時間程度

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円

ホール係

石油類販売
時給

株式会社　コトブキ石油

長野県伊那市福島５８３

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円

調理補助
時給

有限会社　誠

長野県上伊那郡南箕輪村９００５－５

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

880円～930円

講師
時給

キングズ・イングリッシュ・
カレッジ　倉島正志

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１５２１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,100円～1,500円
18時00分～21時45分の間の3
時間程度

10時00分～19時00分の間の6
時間程度

配達・調理
時給

株式会社黒河内（坂本）

長野県伊那市富県４７６１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～1,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

900円～900円

生産管理
時給

旭精工　株式会社

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１５８
７

雇用期間の定めなし
年齢不問

時給

有限会社　誠

長野県上伊那郡南箕輪村９００５－５

雇用・労災

レジ・接客
時給

パン茶房窯屋　貫井　潔

長野県上伊那郡箕輪町三日町９２６－
８

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円

 9時00分～17時00分の間の6
時間程度

 8時30分～19時00分の間の5
時間程度

雇用期間の定めなし
年齢不問

880円～930円

ガソリンスタンドス
タッフ 時給

村上石油株式会社

上伊那郡辰野町伊那富８５１３
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

店舗レジ操作のヘルプ
デスク
（操作案内等）≪急募
≫

時給
株式会社　ブレーン・カンパ
ニー

長野県上伊那郡南箕輪村鳥居原８２７
７－１
　大和運送第２ビル３Ｆ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円

配送作業員
時給

長野ドライルーブ　株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８６
８８－５

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,000円～1,000円

機械加工（ＮＣ旋盤）
時給

株式会社　ＭＯＦ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８８
５８

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円
 9時00分～17時00分の間の5
時間程度

 9時00分～16時00分の間の5
時間程度

介護職員【急募】
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

900円～1,200円
 8時30分～17時30分の間の5
時間程度

雇用・労災

所在地・就業場所
（p.1-2:辰野～南箕輪 p.3:伊那市

p.4:宮田～中川）
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不問

TEL 0265-74-5808
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060-  361891 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～15時00分
(2)17時00分～21時00分

TEL 0265-74-7744
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060-  202391 就業場所

不問

TEL 0265-71-3201
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060-  209591 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～15時00分

TEL 0265-78-9776
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060-  231791 就業場所

不問 (1)15時30分～19時30分

TEL 0265-76-5717
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060-  232891 就業場所

不問 (1)10時30分～15時00分
(2)17時00分～21時00分

TEL 0265-98-6752
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060-    1991 就業場所

不問 (1)10時30分～15時00分
(2)17時00分～21時00分

TEL 0265-98-6752
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060-    2491 就業場所
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-79-2204
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060-   84691 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
交替制あり

不問 (1) 9時00分～13時30分
(2)13時30分～19時00分

TEL 0265-82-6611
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060-   88891 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問

TEL 0266-41-5255
（従業員数 44人 ）

パート労働者 20060-   91391 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

不問 (1)16時00分～19時00分

TEL 0265-82-6611
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060-   92691 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

TEL 0265-77-0274
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20060-   98591 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村

診療スタッフ
時給

すずらんコンタクト有限会社

長野県駒ヶ根市赤穂１４６２３－３

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

930円～930円

介護スタッフ
時給

有限会社かいご家

長野県上伊那郡南箕輪村６４１３－１
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00分～19時30分の間の6
時間以上

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７３
６２－２０ 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
 8時30分～17時30分の間の6
時間程度

整形外科診療スタッフ
時給

すずらんコンタクト有限会社

長野県駒ヶ根市赤穂１４６２３－３

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

930円～930円

 7時00分～20時00分の間の7
時間以上

ガソリンスタンドス
タッフ 時給

株式会社伊勢良

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪６０
４番地１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円

ホールスタッフ
時給

株式会社　フィールドアン
ジェリカ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１
２９９－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～850円

厨房スタッフ
時給

株式会社　フィールドアン
ジェリカ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１
２９９－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～1,000円

接客・販売・製パン補
助 時給

パンの店　ニコ・テイル

長野県上伊那郡南箕輪村北殿３３８２
－３

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～950円

クリーニング仕上げ
時給

有限会社　興洋産業

長野県上伊那郡南箕輪村神子柴７２９
２

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

830円～830円

給仕≪急募≫
時給

株式会社　愛光典礼社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８４
３９－２

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～1,000円
 8時00分～21時00分の間の8
時間程度

ホールスタッフ
時給

海華丸　小松　希代子

上伊那郡南箕輪村三本木原　　　８３
０４－２２３

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円

 9時30分～18時00分の間の3
時間以上

化粧品販売を伴うフェ
イシャルエステティッ
ク

時給
ＳＡＬＯＮ　ＷＩＳＨ　高坂
美代子

長野県上伊那郡南箕輪村田畑７３９５
－１　ウエストハウスＢ－２０１

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

TEL 0265-76-9286
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060-  975591 就業場所

不問

TEL 0265-96-0848
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060-  927191 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～17時00分

TEL 0265-73-5707
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060-  823391 就業場所

不問 (1)17時30分～22時00分

TEL 0265-72-0070
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060-  830091 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～10時00分
(2)15時00分～17時00分

TEL 0265-94-1130
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060-  712791 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 8時30分～15時00分

TEL 0265-72-3168
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20060-  781591 就業場所

不問

TEL 0265-94-1139
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060-  698991 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-72-3476
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060-  577391 就業場所

不問

TEL 0265-78-1200
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060-  591191 就業場所

不問 (1) 6時00分～11時00分
(2)11時00分～16時00分

TEL 0265-72-8621 (3)16時00分～20時30分
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060-  492891 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～18時00分

TEL 0265-76-1488
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060-  495191 就業場所

不問 (1)13時00分～20時00分

TEL 0265-71-6251
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060-  329791 就業場所

不問 (1)17時00分～22時00分

TEL 0265-76-8080
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060-  204991 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 0265-78-2468
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20060-  211691 就業場所

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-  168491 就業場所

出荷作業　《急募》
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

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

1,100円～1,500円

ウエイター、ウエイト
レス 時給

有限会社　鍋辰

長野県伊那市中央４８１９－３０

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

880円～880円

靴の販売
時給

株式会社チヨダ
東京靴流通センター　アピタ
伊那店

長野県伊那市西町５１８２－１アピタ
伊那店１Ｆ 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

イベント会場設営、商
品整理他 時給

株式会社　オリエントオール
伊那支店

長野県伊那市西春近表木前６０４９－
２ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問
1,200円～1,500円

調理補助
時給

蔦井株式会社　小黒川売店

長野県伊那市西町２６９－７

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～850円

工場内軽作業（製造補
助・雑務） 時給

北陽實業株式会社

長野県伊那市福島５５５
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

880円～1,100円
 8時00分～17時00分の間の6
時間程度

 6時00分～14時00分の間の7
時間程度

菓子製造補助、配送
時給

菓子庵　森本　森本恒生

長野県伊那市中央４７２０

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～1,000円

日常清掃業務
　
．

時給
株式会社ハクトートータル
サービス

長野県伊那市高遠町下山田９１０－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円
 9時00分～16時00分の間の2
時間程度

接客等
時給

合名会社　だるま

伊那市荒井３３８６番地

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～850円

高齢者及び障害者の方
の送迎及び介助 時給

特定非営利活動法人ＳＡＬＡ

長野県伊那市高遠町下山田７２７

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,200円

接客、ホールスタッフ
サービス全般 時給

焼肉・韓国料理　ほうせん
（株式会社　ほうせん）

長野県伊那市山寺１９２３

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～1,000円

介護員
（デイサービス） 時給

株式会社　支援アガピア

長野県伊那市富県７６５８－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,200円

ラーメン調理補助
時給

有限会社　ビューテック　凌
駕　ＥＢＩＳＵ

長野県伊那市福島１５５－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,100円
11時00分～22時00分の間の2
時間以上

販売（紳士服、メンズ
ファッション） 時給

青山商事株式会社　洋服の青
山　伊那ナイスロード店

長野県伊那市下新田　３０３７－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

950円～1,050円
10時00分～20時00分の間の6
時間程度



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
（p.1-2:辰野～南箕輪 p.3:伊那市

p.4:宮田～中川）

℡ ０２６５－７３－８６０９ 

ハローワーク伊那（伊那公共職業安定所） 

    発行年月 平成 31年 3月 

本誌は平成31年1月に求人が提出された、                 

経験不問で運転免許以外の資格が不問の パート 求人一覧です。 

○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/ 

不問 (1)11時00分～15時00分
(2)18時00分～22時00分

TEL 0265-88-4155 (3) 6時00分～ 9時00分
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060-  994091 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

不問 (1) 9時00分～14時00分
(2)18時00分～22時00分

TEL 0265-88-4155
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060-  997991 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

不問

TEL 0265-82-3344
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060-  904691 就業場所

不問 (1) 8時20分～15時10分

TEL 0265-86-4886
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20060-  931891 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 0265-86-5862
（従業員数 31人 ）

パート労働者 20060-  711491 就業場所
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-  751391 就業場所 長野県駒ヶ根市
普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～15時00分
(2)12時00分～20時00分

TEL 0265-81-7722 (3)17時00分～22時00分
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20060-  606991 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問

TEL 0265-86-5209
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060-  632791 就業場所

不問 (1) 9時00分～14時30分
(2)15時00分～20時00分

TEL 0265-83-3870 (3)18時00分～21時30分
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20060-  637091 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-86-3211
（従業員数 43人 ）

パート労働者 20060-  545491 就業場所

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-86-8850
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060-  224291 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-    8091 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問

TEL 0265-76-6100
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20060-   52791 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 9時00分～14時30分
(2) 9時00分～15時00分

TEL 0265-76-6100 (3) 9時00分～12時00分
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20060-   53891 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-89-1011
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20060-   78491 就業場所

接客業務
時給

合同会社　天のなかがわ

長野県上伊那郡中川村片桐５１５７

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～900円
 6時00分～22時00分の間の3
時間以上

清掃・食器洗いスタッ
フ 時給

合同会社　天のなかがわ

長野県上伊那郡中川村片桐５１５７

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～900円

調理補助
時給

合同会社きりの実ダイニング

長野県駒ヶ根市東伊那５７８－４

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,100円
 9時00分～22時00分の間の3
時間以上

ラインオペレータ
時給

タクマン電子株式会社

長野県上伊那郡飯島町飯島２１６９－
１５ 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

組立、検査
時給

株式会社　　フクシマ

長野県上伊那郡飯島町飯島３８５６－
１５

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

830円～860円

総合事務職≪急募≫
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

900円～1,100円
 9時00分～15時00分の間の4
時間以上

レストランでの厨房及
び
接客スタッフ

時給

南信州ビール株式会社

長野県駒ヶ根市赤穂７５９番地４４７

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

830円～980円
10時00分～22時00分の間の6
時間程度

加工・組立
時給

有限会社　信英精密

長野県上伊那郡飯島町田切３２３９－
１５１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～821円
 8時00分～17時00分の間の3
時間以上

裏方スタッフ
時給

株式会社　ホテルやまぶき

駒ヶ根市赤穂４９７－１４９７

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～950円

製品の検査
時給

鈴木プレス工業株式会社

長野県上伊那郡飯島町七久保３６２５
－２

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

883円～883円
 8時00分～17時00分の間の4
時間以上

製品検査・バリ取り≪
急募≫ 時給

株式会社　コスモマシン

長野県上伊那郡飯島町飯島１０４５－
２

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～950円

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～15時00分の間の5
時間程度

事務
時給

株式会社　ユニテックス

長野県駒ヶ根市赤穂８７７６－１１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

830円～1,000円
 8時30分～17時30分の間の5
時間以上

検査員
時給

株式会社　オーイーエス

長野県上伊那郡飯島町七久保２６００
－１ 雇用・労災・

健康・厚生
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6
時間程度

清掃要員　（駒ヶ根高
原リゾートリンクス） 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～900円

駒ヶ根地区ホテル日常
清掃 時給

株式会社ＢＩＳＯ

長野県伊那市東春近５４９－３


