
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～17時00分

TEL 0265-78-4111
（従業員数 72人 ）

パート労働者 20060- 2061091 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- 2040791 就業場所

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分
(2)10時30分～19時30分

TEL 0265-86-8730
（従業員数 32人 ）

正社員 20060- 2005391 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分
(2)10時30分～19時30分

TEL 0265-86-8730
（従業員数 34人 ）

正社員以外 20060- 2006691 就業場所

不問 (1) 8時30分～12時00分
(2)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- 1984491 就業場所
交替制あり 栄養士

59歳以下 (1) 6時00分～15時30分
(2) 8時30分～18時00分

TEL 0265-78-4047 (3) 8時45分～18時15分
（従業員数 100人 ）

正社員 20060- 1919891 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 9時00分～16時30分

TEL 0265-74-7100
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20060- 1589891 就業場所
普通自動車免許一種

18歳以上 (1)23時00分～ 8時00分 普通自動車免許ＡＴ
フォークリフト技能者

TEL 0265-72-3617
（従業員数 48人 ）

正社員以外 20060- 1237191 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時15分 食品衛生管理者
食品衛生責任者

TEL 0265-76-6835
（従業員数 49人 ）

正社員以外 20060-  805191 就業場所
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 (1) 8時30分～16時00分

TEL 0265-72-5171
（従業員数 52人 ）

パート労働者 20060-11287781 就業場所 長野県伊那市

製袋加工員
時給

株式会社　ファインプラス
伊那事業所

長野県伊那市福島５１８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

950円～950円

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
6時00分～14時00分の間
の3時間以上

乳肉・動物衛生業務
行政嘱託員 日給

長野県伊那保健福祉事務所

長野県伊那市荒井３４９７　伊那
合同庁舎内 雇用・労災・

健康・厚生
8,525円～8,525円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 170,500円～

170,500円

現場仕分け作業
時給

東海西濃運輸株式会社　伊
那支店

長野県上伊那郡南箕輪村中ノ原９
５９５－１ 雇用・労災・

健康・厚生
1,000円～1,000円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 省令２号 171,200円～

171,200円

医療法人聖山会　伊那神経
科病院

長野県伊那市荒井　３８３１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令１号 179,000円～

242,000円

受注事務
時給

長野県農協直販株式会社
南信ミートパックセンター

長野県上伊那郡南箕輪村字沖川原
６１６０－５ 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

950円～1,000円

栄養士
月給

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

850円～870円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 170,000円～

250,000円

和洋菓子販売　《急
募》 時給

株式会社　信州里の菓工房

長野県上伊那郡飯島町七久保２５
１３－２ 雇用・労災・

健康・厚生・
財形821円～850円

雇用期間の定めなし
年齢不問 141,869円～

146,880円

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

雇用・労災・
健康・厚生

7,700円～8,900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

994円～1,149円

所在地・就業場所

学校給食技師（学校
教育課）
※急募

日給

伊那市役所

長野県伊那市下新田３０５０番地

検品・修理・梱包作
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

和洋菓子販売　《急
募》 月給

株式会社　信州里の菓工房

長野県上伊那郡飯島町七久保２５
１３－２
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ハローワーク伊那（伊那公共職業安定所） 

    発行日 平成31年3.月4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（2／22 ～2／28) 

リフレッシュ求人（2／22～2／28) 
※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 

  窓口でお問い合わせください。 
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    発行日 平成31年3月4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/ 


