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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

交替制あり 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時00分～16時00分

(2) 9時00分～18時00分
TEL 0265-86-8171 (3)10時00分～19時00分

（従業員数 18人 ）
パート労働者 20060- 2053091 就業場所

普通自動車免許一種
不問

TEL 0265-85-2280
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 2063691 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 9時00分～17時00分

TEL 0265-83-2151
（従業員数 80人 ）

パート労働者 20060- 2068291 就業場所
交替制あり

不問

TEL 0265-72-2871
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 2015991 就業場所

不問 (1)17時30分～21時00分
(2)10時00分～14時00分

TEL 0265-73-8077
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 2038091 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- 2040791 就業場所

不問 (1)18時00分～22時00分

TEL 0265-83-2872
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 1959991 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 6時00分～ 9時30分
(2)16時00分～21時00分

TEL 0265-96-7751
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 1978891 就業場所 長野県伊那市

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

不問 (1)10時00分～16時00分
(2)12時00分～20時00分

TEL 0265-73-6082
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 1913091 就業場所 長野県松本市

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 (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)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)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

不問

TEL 0265-82-2523
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20060- 1905091 就業場所

 8時30分～17時00分の間の4
時間以上

10時00分～21時00分の間の6
時間程度

寿司店でのアルバイト
時給

駒ヶ根　松乃鮨　須藤　正浩

長野県駒ヶ根市中央　９－１４

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,000円～1,100円

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
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

900円～1,300円

所在地・就業場所

介護職員
時給

有限会社　平成（グループ
ホーム道）

長野県上伊那郡飯島町田切１６１－５
２

雇用期間の定めなし
年齢不問

調理補助・レストラン
ホール係 時給

有限会社　山田鉄工

長野県上伊那郡宮田村５４５０

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円
10時00分～16時00分の間の4
時間程度

視力検査員
時給

医療法人　公仁会　前澤病院

長野県駒ヶ根市上穂南１１－５

労災・財形

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,000円～1,300円

婦人服販売（伊那本
店） 時給

ベルワールド北野屋　
（合資会社北野屋商店）

伊那市荒井　４８１９－３６
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～821円
10時00分～20時00分の間の6
時間程度

飲食店接客、調理補助
等 時給

レストラン　ホサナ　吉江
宏

長野県伊那市西箕輪６８２６－２

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～950円

グループホーム支援員
時給

ＮＰＯ法人　樹（き）

長野県伊那市西町５７１０－１１
弥生ビレッジ梅１０１ 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

 8時10分～17時00分の間の5
時間以上

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

店舗スタッフ
時給

有限会社　稲垣商事

長野県伊那市西町５２３７－１
雇用・労災・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～950円

基盤の組立・はんだ付
け 時給

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

880円～880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

個別指導の講師（準社
員） 月給

株式会社アドバンス　古賀塾
Ａｄｖａｎｃｅ

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

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１２
５３２－１ 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

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
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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)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

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

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
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
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

不問 (1) 9時00分～16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

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

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
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

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) 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
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

不問

TEL 0265-74-8000
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 1679591 就業場所

不問

TEL 0265-81-8401
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 1686291 就業場所 長野県駒ヶ根市

 8時15分～17時15分の間の5
時間程度

10時00分～18時00分の間の6
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

 8時30分～17時30分の間の5
時間程度

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

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

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

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８３
０６－１１１１ 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

 9時00分～17時00分の間の7
時間程度

接客係
時給

有限会社　海老屋

長野県伊那市荒井３３８３

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円

10時30分～19時30分の間の5
時間以上

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８２
９５－５

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～1,000円

17時00分～22時00分の間の4
時間程度

17時00分～22時00分の間の3
時間以上

 9時30分～20時30分の間の4
時間程度

一般事務・経理事務
時給

株式会社　ＫＯＵＳＥＩ

長野県上伊那郡飯島町本郷１５７
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

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３５
２５－１８

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～950円

クリーンキーパー
時給

医療法人Ｍａｉｔｒｅｙａ
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～1,000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

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

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

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

衣料品の販売
時給

有限会社　赤石

長野県伊那市西春近２７０３
雇用・労災・
財形

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円

厨房スタッフ
時給

合同会社　和処居

長野県駒ヶ根市赤穂１０８７１－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～950円
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普通自動車免許一種
不問

TEL 0266-41-3038
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 1627791 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

不問 (1)17時00分～22時00分

TEL 0265-72-3168
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20060- 1639191 就業場所

不問 (1)16時20分～17時50分
(2)17時55分～19時25分

TEL 0265-98-8462 (3)19時30分～21時00分
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 1591091 就業場所 長野県伊那市

不問 (1)10時00分～14時00分
(2)19時00分～22時00分

TEL 0265-70-6665
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 1605191 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 0266-41-5588
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 1522891 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～14時00分

TEL 0265-82-5601
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 1461191 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時00分～10時00分

TEL 0265-76-6100
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 1463391 就業場所 長野県駒ヶ根市

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- 1464691 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2) 9時00分～12時00分

TEL 0266-41-0286
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060- 1480691 就業場所

不問 (1)12時00分～18時00分
(2)10時00分～18時00分

TEL 0265-72-2915
（従業員数 24人 ）

パート労働者 20060- 1483791 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-79-2079
（従業員数 31人 ）

パート労働者 20060- 1496391 就業場所 長野県伊那市

不問 (1)18時00分～21時00分
(2) 9時00分～12時00分

TEL 0265-76-5517
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 1393391 就業場所

不問 (1)15時30分～18時30分

TEL 0265-78-3505
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 1395991 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村

不問 (1)16時20分～21時00分

TEL 0265-79-7028
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 1260191 就業場所 長野県諏訪市
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-94-2323
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20060- 1267891 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-88-3017
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20060- 1282791 就業場所

油揚げのパッケージ
ピッキング 時給

すいれい豆腐　株式会社

長野県上伊那郡中川村大草６５８６－
１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

830円～850円

食堂業務
時給

株式会社　木曽屋

長野県伊那市高遠町上山田７８
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～821円
 9時30分～20時00分の間の5
時間以上

塾講師
その他

株式会社金屋

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１４
０１６ー　３４６

労災
1,500円～1,800円

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,000円～1,200円

学習指導補助
時給

公文式北殿教室　駒瀬れい子

長野県上伊那郡南箕輪村３３８２－１
イッセイハウス２階

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円

フィットネスクラブイ
ンストラクター 時給

ビーライン伊那店

長野県上伊那郡南箕輪村御子柴７２４
０

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円

ＰＲスタッフ（伊那営
業所） 時給

株式会社　マルエー

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１４
４２－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,100円
 9時00分～19時00分の間の3
時間程度

ケーキ・菓子の販売
接客サービス 時給

株式会社　菓匠Ｓｈｉｍｉｚ
ｕ

長野県伊那市上牧清水町６６０８
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
10時00分～18時00分の間の5
時間程度

印刷、検査業務オペ
レーション 時給

株式会社　文友社

長野県上伊那郡辰野町大字赤羽８１４

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円
 9時00分～15時00分の間の3
時間

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

館内清掃（露天こぶし
の湯） 日給

株式会社ＢＩＳＯ

長野県伊那市東春近５４９－３

労災
1,642円～1,700円

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～850円

売店販売員
　※急募 時給

株式会社　第一物産

駒ヶ根市赤穂１１４７６－２０

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円

鋳造作業
時給

株式会社　ＵＮＩＯＮ　ｃｒ
ｅａｔｅ

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富７４
６１番地３３

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,000円～1,000円
 8時00分～17時00分の間の4
時間程度

調理、接客
時給

有限会社信秀

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８０
５１－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～950円

個別指導の講師
時給

株式会社アドバンス　古賀塾
Ａｄｖａｎｃｅ

長野県伊那市西町４８４８

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,060円～1,500円

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～821円

解体作業員
時給

株式会社　エヌティマツザワ

長野県上伊那郡辰野町３５４７－３

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～821円
 8時30分～17時00分の間の6
時間程度
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不問

TEL 0265-84-1131
（従業員数 47人 ）

パート労働者 20060- 1292891 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2) 9時00分～16時00分

TEL 0265-96-7481 (3) 9時00分～17時00分
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 1293291 就業場所

不問

TEL 0265-84-1131
（従業員数 47人 ）

パート労働者 20060- 1294591 就業場所
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-84-1131
（従業員数 47人 ）

パート労働者 20060- 1305791 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)13時00分～17時15分

TEL 0266-41-5650
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 1312491 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分
(2)13時15分～17時30分

TEL 0265-74-8844
（従業員数 120人 ）

パート労働者 20060- 1165091 就業場所

不問

TEL 0265-74-8844
（従業員数 120人 ）

パート労働者 20060- 1166391 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～12時00分

TEL 0265-94-1139 (3)13時00分～17時00分
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 1183691 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2) 9時00分～15時55分

TEL 0265-73-9556
（従業員数 41人 ）

パート労働者 20060- 1029691 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-81-5622
（従業員数 39人 ）

パート労働者 20060- 1088991 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 0265-86-5511
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20060- 1091591 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- 1099891 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 6時30分～ 8時30分

TEL 0265-78-5707
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 1125391 就業場所 長野県伊那市

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

825円～825円

店頭スタッフ≪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

950円～1,100円
 9時00分～15時00分の間の4
時間以上

介護員
時給

社会福祉法人　飯島町社会福
祉協議会

長野県上伊那郡飯島町飯島２５５１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

900円～1,050円

検査作業員
時給

有限会社　シンセイ

長野県駒ヶ根市飯坂　２－４－１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～1,050円
 8時10分～17時10分の間の5
時間程度

組立工
時給

有限会社コスモテック

長野県伊那市西町４８８５番地

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

830円～860円

ゴルフ場のゴミ集め・
清掃 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
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

825円～825円

洗浄・清掃（食品工
場） 時給

株式会社イチハラフーズ伊那
工場

長野県伊那市西町５３８０－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,000円～1,000円
17時30分～20時00分の間の2
時間程度

食品製造
時給

株式会社イチハラフーズ伊那
工場

長野県伊那市西町５３８０－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～950円

仕上げ作業他
時給

有限会社　横川精工

上伊那郡辰野町伊那富４７１３の１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

950円～950円

一般事務（経理）
時給

医療法人　Ｓｍｉｌｅ＆Ｗｅ
ｌｌｎｅｓｓ　あるが歯科ク
リニック

長野県上伊那郡宮田村７５５６－２５

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,000円～1,000円
 8時30分～16時00分の間の5
時間程度

歯科助手（アシスタン
ト） 時給

医療法人　Ｓｍｉｌｅ＆Ｗｅ
ｌｌｎｅｓｓ　あるが歯科ク
リニック

長野県上伊那郡宮田村７５５６－２５

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

950円～1,050円
 8時30分～20時00分の間の5
時間程度

ハウスクリーニング≪
急募≫ 時給

株式会社アルモニ　伊那支店

長野県伊那市西町４９７０－１５

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

840円～900円

洗い物・消毒・滅菌専
門スタッフ 時給

医療法人　Ｓｍｉｌｅ＆Ｗｅ
ｌｌｎｅｓｓ　あるが歯科ク
リニック

長野県上伊那郡宮田村７５５６－２５

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円
 8時30分～20時00分の間の5
時間程度


