
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10分

TEL 0265-72-0111
（従業員数 133人 ）

パート労働者 20060- 3432991 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

TEL 0265-76-6100
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 3433491 就業場所 長野県伊那市
保育士

不問 (1) 8時00分～ 9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- 3436291 就業場所
保育士

不問 (1)16時00分～18時00分

TEL 0265-85-3181
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 3440991 就業場所 長野県上伊那郡宮田村

不問

TEL 0265-71-5611
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 3447091 就業場所
介護支援専門員

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-77-0015
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 3449691 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時45分～15時30分 ホームヘルパー２級

TEL 0265-98-8501
（従業員数 38人 ）

パート労働者 20060- 3452891 就業場所 長野県上伊那郡飯島町
変形（１ヶ月単位）

不問

TEL 0265-77-0350
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 3379791 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-77-0350
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 3381191 就業場所

不問

TEL 0265-81-5622
（従業員数 39人 ）

パート労働者 20060- 3386491 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- 3389291 就業場所
医療事務管理士

不問 (1) 8時30分～12時00分
(2) 8時30分～18時00分

TEL 0265-82-3522
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 3395791 就業場所
看護師

不問 (1) 8時30分～12時00分
(2)14時30分～18時00分

TEL 0265-82-3522
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 3397291 就業場所
大型自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～ 9時00分
(2)15時00分～17時00分

TEL 0265-76-6100
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 3411591 就業場所 長野県伊那市

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- 3412191 就業場所 長野県駒ヶ根市

 9時30分～20時30分の間
の5時間

 8時30分～17時30分の間
の6時間程度

 8時30分～17時30分の間
の6時間程度

 8時10分～17時10分の間
の5時間程度

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

伊那養護学校スクール
バス運転手業務 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

1,000円～1,000円

看護師（医療関係）
時給

神戸医院　　神戸　正
博

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,500円～1,500円

医療事務及び受付
時給

神戸医院　　神戸　正
博

長野県駒ヶ根市上穂栄町２－３１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～1,000円

長野県駒ヶ根市上穂栄町２－３１

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

事務職員（経理）
時給

社会福祉法人　上伊那
福祉協会

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

930円～1,070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

長野県伊那市美篶７１６４－１

事務職員（総務）
時給

社会福祉法人　上伊那
福祉協会

長野県伊那市美篶７１６４－１
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

930円～1,070円

職業指導員≪急募≫
時給

株式会社　こころ

長野県上伊那郡飯島町田切３２３９
－１２７ 雇用・労災・

財形
雇用期間の定めなし

年齢不問
850円～950円

1,088円～1,088円

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円

保育士
時給

ケアマネジャー
時給

有限会社いきいきセン
ターかすが　介護支援
センター　ひまわり

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

1,100円～1,200円

販売、買取の接客ス
タッフ
（リユースショップ）

時給
青山商事株式会社　セ
カンドストリート伊那
店

長野県伊那市中央５１６８－１

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

850円～950円

 8時30分～17時30分の間
の5時間以上

伊那市狐島　３８５８－１

長野県伊那市東春近５４９－３

長野県上伊那郡宮田村９８

所在地・就業場所

自社製品の組立業務
時給

株式会社　ハーモ

長野県上伊那郡南箕輪村４１２４－
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

890円～920円

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

日常清掃業務（上伊那
クリーンセンター）
※急募

時給

株式会社ＢＩＳＯ
雇用・労災

駒ヶ根市役所

長野県駒ヶ根市赤須町２０番１号

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

℡ 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4月15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（4／5～4／11) ○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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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- 3415691 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- 3417491 就業場所 長野県駒ヶ根市
普通自動車免許一種

18歳以上 (1)23時00分～ 8時30分
(2)17時00分～23時00分

TEL 0265-76-6100 (3) 8時30分～17時30分
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 3421091 就業場所 長野県伊那市
交替制あり

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-76-6100
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 3425491 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 9時00分～14時00分
(2)17時00分～22時00分

TEL 0265-78-0002
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 3426791 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～16時00分

TEL 0265-98-9411
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 3326991 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
中型自動車免許一種

不問

TEL 0265-79-4180
（従業員数 66人 ）

パート労働者 20060- 3331091 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時45分～ 9時15分
(2)15時45分～16時45分

TEL 0265-79-4180
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 3332391 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) 8時15分～10時00分
(2)15時15分～17時00分

TEL 0265-79-4180
（従業員数 66人 ）

パート労働者 20060- 3333691 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- 3334991 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)14時00分～19時00分 保育士
(2) 9時00分～18時00分 介護職員初任者研修

TEL 0266-43-2855
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 3349091 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) 9時00分～14時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～15時00分 簿記検定（日商３級）

TEL 0265-79-2117
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 3350991 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- 3359691 就業場所 長野県駒ヶ根市
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- 3361791 就業場所

不問 (1)11時30分～15時30分

TEL 0265-82-7100
（従業員数 90人 ）

パート労働者 20060- 3313591 就業場所

 9時00分～16時00分の間
の4時間程度

 8時30分～16時00分の間
の3時間程度

 9時00分～15時00分の間
の4時間以上

４Ｈ製造スタッフ
時給

日進乳業株式会社　ア
ルプス工場

長野県駒ヶ根市下平５３８１

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

洗車作業
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

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

900円～1,100円

一般事務
時給

箕輪町商工会

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１
０２８６－１

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

850円～900円

支援員
時給

ＮＰＯ法人・特定非営
利活動法人　ＣｏＣｏ

長野県上伊那郡辰野町大字赤羽２６
５番地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～890円

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　　　８
３０４－２２３

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円

デイサービスセンター
利用者送迎車両運転業
務

時給
社会福祉法人　箕輪町
社会福祉協議会

上伊那郡箕輪町大字三日町１３７２
－１

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

障がい者施設利用者送
迎車両運転業務 時給

社会福祉法人　箕輪町
社会福祉協議会

上伊那郡箕輪町大字三日町１３７２
－１

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

介護予防教室利用者送
迎車両運転業務 時給

社会福祉法人　箕輪町
社会福祉協議会

上伊那郡箕輪町大字三日町１３７２
－１

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

コンタクトレンズ出荷
工程 時給

株式会社　アルファ
コーポレーション　伊
那事業所

長野県上伊那郡南箕輪村４０６２－
４

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円

ホールスタッフ
時給

新鮮飯店　（株）南信
観光

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～1,000円

長野県伊那市狐島４２５７－１（ハ
ローワーク伊那の北隣）

建設工事現場常用人工
作業
（片付・清掃・クリー
ニング）

時給

株式会社ＢＩＳＯ

長野県伊那市東春近５４９－３
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

病院救急受付及び入口
受付業務（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
省令２号

900円～1,140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

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

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
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不問 (1) 8時00分～11時40分
(2)13時00分～17時00分

TEL 0265-82-3390
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 3316391 就業場所 長野県駒ヶ根市
看護師

不問 (1) 8時00分～17時00分 准看護師
(2) 8時00分～12時00分

TEL 0265-81-1377
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 3317691 就業場所

不問 (1) 5時30分～11時00分
(2) 6時00分～11時00分

TEL 0265-82-7011
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20060- 3322191 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-82-7011
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20060- 3323091 就業場所
交替制あり

18歳～64歳 (1)13時00分～22時00分
(2)17時00分～23時00分

TEL 0265-82-7011
（従業員数 29人 ）

パート労働者 20060- 3324391 就業場所 長野県駒ヶ根市

18歳以上 (1)17時00分～22時30分

TEL 0265-82-7011
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20060- 3325691 就業場所

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- 3191491 就業場所
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- 3196191 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 0266-41-0363
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 3198391 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

不問

TEL 0265-74-5808
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 3203391 就業場所

18歳～64歳 (1) 8時00分～17時00分
(2)21時00分～ 6時00分

TEL 0265-76-3908
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20060- 3234191 就業場所 長野県伊那市
インテリアコーディネ

不問

TEL 0265-81-6060
（従業員数 200人 ）

パート労働者 20060- 3240291 就業場所
インテリアコーディネ

不問

TEL 0265-81-6060
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060- 3241591 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 0265-81-6060
（従業員数 200人 ）

パート労働者 20060- 3244391 就業場所

不問 (1)10時00分～16時00分
(2)16時00分～20時15分

TEL 0265-76-8007
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 3245691 就業場所

長野県駒ヶ根市赤穂１０１９－２

長野県駒ヶ根市上穂栄町１７－１８

 9時00分～17時00分の間
の6時間程度

 9時30分～18時00分の間
の3時間以上

10時00分～17時00分の間
の6時間以上

 8時00分～17時00分の間
の7時間程度

10時00分～20時15分の間
の6時間以上

衣料品販売
時給

株式会社　マックハウ
ス　伊那店

長野県伊那市下新田３０３８－１

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

930円～1,000円

総務及び経理事務
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・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,150円～1,200円

インテリアコーディ
ネーター　　（伊那支
店　パート）

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・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,150円～1,200円
10時00分～17時00分の間
の6時間以上

インテリアコーディ
ネーター　　（駒ヶ根
本社　パート）

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・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,150円～1,200円

交通誘導警備
時給

株式会社　全日警サー
ビス長野　伊那営業所

伊那市西春近２９１６－１　長野日
報ビル１Ｆ

労災

雇用期間の定めなし
省令２号

875円～1,200円
 8時00分～20時00分の間
の7時間

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７３９
５－１　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

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

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円
 9時00分～17時00分の間
の6時間程度

板金・塗装（自動車整
備） 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

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900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８
８５８

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

レストラン夕食（接
客・調理） 時給 ホテル　ルートイン

駒ヶ根インター（ルー
トインジャパン株式会
社）

長野県駒ヶ根市赤穂１５０３－１

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号

950円～1,125円

フロント
時給 ホテル　ルートイン

駒ヶ根インター（ルー
トインジャパン株式会
社）

長野県駒ヶ根市赤穂１５０３－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令１号

900円～1,000円

客室清掃係
時給 ホテル　ルートイン

駒ヶ根インター（ルー
トインジャパン株式会
社）

長野県駒ヶ根市赤穂１５０３－１
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～850円

レストラン朝食（接
客・調理） 時給 ホテル　ルートイン

駒ヶ根インター（ルー
トインジャパン株式会
社）

長野県駒ヶ根市赤穂１５０３－１
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

900円～950円

看護師
時給

医療法人　中谷内科医
院

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,200円～1,200円

清掃スタッフ（昭和伊
南総合病院） 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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

821円～900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4月15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（4／5～4／11) ○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/ 

臨床検査技師
不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-76-7087
（従業員数 32人 ）

パート労働者 20060- 3249891 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- 3251091 就業場所

18歳以上

TEL 0265-96-7716
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 3263491 就業場所 長野県伊那市

不問 (1) 7時00分～15時00分

TEL 0265-74-7100
（従業員数 52人 ）

パート労働者 20060- 3264791 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～12時00分 フォークリフト技能者

(2)13時00分～17時15分 アーク溶接技能基本
TEL 0265-72-3340

（従業員数 46人 ）
パート労働者 20060- 3268191 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～15時00分 普通自動車免許ＡＴ

(2) 9時00分～16時00分
TEL 0265-72-3340

（従業員数 50人 ）
パート労働者 20060- 3269091 就業場所

不問 (1) 7時30分～ 8時30分

TEL 0266-41-1111
（従業員数 132人 ）

パート労働者 20060- 3270991 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 7時00分～12時00分
(2) 9時00分～12時00分

TEL 0265-76-8883
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 3273891 就業場所 長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時00分～16時45分

TEL 0265-83-8710
（従業員数 149人 ）

パート労働者 20060- 3274291 就業場所

不問 (1) 8時00分～10時00分

TEL 0265-76-8883
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 3275591 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
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 4人 ）

パート労働者 20060- 3278391 就業場所 長野県駒ヶ根市
臨床検査技師

不問 (1) 7時45分～12時45分

TEL 0265-71-8855
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 3279691 就業場所
交替制あり

不問 (1) 8時30分～18時00分
(2) 8時45分～18時15分

TEL 0265-78-4047
（従業員数 100人 ）

パート労働者 20060- 3280491 就業場所 長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時45分～12時00分

TEL 0265-78-0516
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 3283291 就業場所

不問 (1)10時00分～14時00分
(2)17時00分～20時00分

TEL 090-3440-5750
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20060- 3290891 就業場所

18時00分～ 0時00分の間
の6時間程度

16時00分～19時00分の間
の3時間程度

 8時00分～17時15分の間
の5時間程度

ホール接客　調理補助
時給

世界のつけそば　千久
小松　久人

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１
１３３４－１

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～1,000円

運搬ドライバー
時給

有限会社　イリヤ工機

長野県伊那市御園３２９－１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,000円～1,000円

調理員
時給

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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

841円～954円

臨床検査技師
時給

医療法人　康久会　久
保田内科クリニック

長野県伊那市中央５０４７

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,400円～1,400円

非常勤講師
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

清掃（箕輪地区）
時給

伊那美装株式会社

長野県伊那市狐島３８３６番地１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

830円～850円
 8時00分～20時00分の間
の4時間程度

電気技術者
時給

ニッパツ・メック株式
会社　駒ヶ根工場

長野県駒ヶ根市赤穂１５－５１４
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

1,000円～2,000円

清掃（駒ヶ根地区）
時給

伊那美装株式会社

長野県伊那市狐島３８３６番地１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

830円～850円

延長保育士・延長保育
士補助業務 時給

辰野町役場

長野県上伊那郡辰野町中央１番地

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

1,000円～1,200円

一般事務
時給

株式会社キタニ

長野県伊那市福島３２０－１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～1,000円

廃棄物選別構内作業
時給

株式会社キタニ

長野県伊那市福島３２０－１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～1,000円

食肉加工
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６
１６０－５ 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

ホールスタッフ、調理
補助 時給

株式会社　一気　（白
ひげ）

長野県伊那市荒井３４９５－６

雇用・労災

雇用期間の定めなし
省令２号

821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

臨床検査技師
時給

菜の花マタニティクリ
ニック　鈴木　昭久

長野県伊那市日影３８０－１
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

1,100円～1,400円


