
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～15時05分

TEL 0265-72-2013
（従業員数 21人 ）

パート労働者 20060- 6134891 就業場所

不問 (1) 8時10分～12時00分
(2) 8時10分～17時05分

TEL 0265-82-2323 (3)12時45分～17時05分
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 6136591 就業場所
普通自動車免許一種

18歳以上 (1)17時00分～22時00分

TEL 0265-71-5114
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 6138091 就業場所

不問 (1)14時00分～19時30分

TEL 0265-74-8000
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 6141891 就業場所

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- 6148991 就業場所長野県上伊那郡辰野町

18歳以上 (1) 9時00分～18時00分
(2) 8時00分～12時00分

TEL 0265-83-1436 (3)11時00分～15時00分
（従業員数 29人 ）

パート労働者 20060- 6149491 就業場所長野県駒ヶ根市

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-98-6061
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060- 6153091 就業場所

不問 (1)10時00分～13時30分
(2)11時30分～14時30分

TEL 080-6995-5837
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20060- 6158791 就業場所
管理栄養士

不問 (1)10時00分～12時00分
(2)16時00分～18時00分

TEL 0265-77-0582
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 6162391 就業場所長野県伊那市
中型自動車免許一種

60歳以上 (1) 6時10分～ 9時50分
(2)12時50分～18時45分

TEL 0265-79-0266
（従業員数 29人 ）

パート労働者 20060- 6093491 就業場所

不問 (1)17時30分～22時00分

TEL 0265-96-0848
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 6100891 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-76-2111
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20060- 6101291 就業場所長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 9時00分～17時00分

TEL 0265-76-2111
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20060- 6103191 就業場所長野県上伊那郡辰野町
幼稚園教諭免許

不問 (1)14時30分～18時00分 保育士
介護福祉士

TEL 0265-71-8622
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 6104091 就業場所長野県伊那市

又は17時00分～23時00
分の間の3時間以上

又は10時30分～19時30
分の間の5時間以上

又は10時00分～16時00
分の間の3時間以上

又は11時00分～22時00
分の間の2時間以上

又は 8時00分～17時00
分の間の4時間以上

所在地・就業場所

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

860円～900円

衣料品の販売 時給

有限会社　赤石
雇用・労災・
財形

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,000

円

加工品の開梱／仕
分け作業
　※急募

時給
日精技研　株式会
社

雇用・労災

さかなや道場　伊
那店

長野県伊那市西町４８８９

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 省令２号

850円～900円

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問

850円～900円

ホール・キッチン
業務

時給

フロントスタッフ 時給
駒ヶ根観光　株式
会社

雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月未満） 省令２号

850円～850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８６８８－５ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～1,000

円

又は 9時00分～ 0時00
分の間の4時間程度

長野県駒ヶ根市赤穂４５８

長野県駒ヶ根市赤穂６３３０

長野県伊那市西春近２７０３

ホールスタッフ 時給
森のカフェ　田中
玲

長野県伊那市福島１９７９－１
１３

雇用期間の定めな
し 年齢不問

830円～850円

軽作業 時給
タスマン化成工業
株式会社

長野県伊那市高遠町上山田６３
５－５

雇用期間の定めな
し 年齢不問

900円～900円

ラーメン調理補助 時給 有限会社　ビュー
テック　凌駕　Ｅ
ＢＩＳＵ

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

管理栄養士 時給 くろごうち内科・
循環器科医院　黒
河内　典夫

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,300円～1,600

円
郵便物収集業務 日給

有限会社泰成運輸

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１２２４４－１ 雇用・労災

6,150円～
6,150円雇用期間の定めあ

り（4ヶ月以上）
省令３号

のニ 830円～830円

長野県伊那市境１６６４－３

食品レジでのレジ
業務
（ニシザワ辰野食

時給

株式会社ニシザワ
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

鮮魚コーナーでの
販売
（ニシザワ辰野食

時給

株式会社ニシザワ

長野県伊那市日影４３５－１

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

又は 9時30分～22時00
分の間の4時間以上

長野県伊那市日影４３５－１

障害児支援員 時給 社会福祉法人アン
サンブル会　アン
サンブル伊那

長野県伊那市西箕輪８０７７－
１ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～1,200

円

℡ ０２６５－７３－８６０９ 

ハローワーク伊那（伊那公共職業安定所） 

    発行日 令和元年7月22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（7／12～7／18) ○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) 8時00分～15時00分

TEL 0265-76-2111
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 6105391 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-94-1139
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20060- 6108491 就業場所長野県上伊那郡辰野町

不問 (1)10時00分～15時00分

TEL 0265-78-7100
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 6109791 就業場所

不問 (1) 6時30分～ 8時30分

TEL 0265-94-1139
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 6111191 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0266-43-2612
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20060- 6113391 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～16時00分 フォークリフト技能者

TEL 0266-43-2612
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20060- 6114691 就業場所

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0266-43-2612
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20060- 6115991 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時30分～11時30分

TEL 0265-78-4111
（従業員数 210人 ）

パート労働者 20060- 6120091 就業場所長野県伊那市
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- 6121391 就業場所

不問 (1) 6時00分～10時00分

TEL 0265-72-3476
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 6125791 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 6時00分～ 9時00分

TEL 0265-72-3476
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 6126891 就業場所

不問 (1) 8時15分～12時15分

TEL 0266-41-4139
（従業員数 90人 ）

パート労働者 20060- 6132491 就業場所長野県伊那市
保育士

不問 (1) 8時30分～17時00分 幼稚園教諭免許
(2) 7時30分～13時30分

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060- 6065091 就業場所長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

(2) 8時00分～12時00分
TEL 0265-78-8330 (3)13時00分～17時30分

（従業員数 1人 ）
パート労働者 20060- 6076991 就業場所長野県伊那市

又は 8時10分～17時30
分の間の5時間以上

又は 8時10分～17時30
分の間の6時間以上

又は 8時10分～17時30
分の間の5時間以上

又は 6時00分～14時00
分の間の4時間以上

惣菜コーナーでの
販売
（ニシザワ春近食

時給

株式会社ニシザワ

長野県伊那市日影４３５－１
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

821円～821円

接客　《急募》 時給
炭火亭　櫓
田畑　文博

長野県伊那市境１０６０
　ガーデンコートビル　１Ｆ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

821円～850円

トイレ清掃・焼却
物の回収・お茶の
用意（（株）平井

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９１
０－１ 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 1,000円～1,000

円

カット野菜の加工
業務

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２３９１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

830円～900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９１
０－１ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～1,000

円

カット野菜の加工
業務
【土日祝勤務】

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２３９１－１ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

830円～900円

原材料の入出庫管
理及び配送等生産
管理業務

時給
株式会社　フィー
ルド

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

長野県上伊那郡辰野町大字伊那
富２３９１－１

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３８
５６－１５ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

830円～860円

給食技師（子育て
支援課）

時給

伊那市役所

長野県伊那市下新田３０５０番
地 労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 994円～1,149

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
又は 6時00分～14時00
分の間の3時間以上

和洋菓子製造 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 1,000円～1,200

円

保育士 日給

箕輪町役場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１０２９８ 雇用・労災・

健康・厚生6,000円～
8,200円雇用期間の定めあ

り（4ヶ月以上） 年齢不問 1,000円～1,093
円

清掃業務 時給
ＮＯＣアウトソーシ
ング＆コンサルティ
ング株式会社　オリ
ンパス綜合サービス
事業本部　辰野支店

長野県上伊那郡辰野町大字伊那
富６６６６ 雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問

970円～970円

警備員 日給
株式会社　飯伊警
備

長野県上伊那郡南箕輪村３００
３－２ 雇用・労災

7,800円～
11,000円雇用期間の定めな

し 省令２号 975円～1,375
円
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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- 6077491 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- 6078791 就業場所
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- 6084991 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～16時45分

TEL 0265-83-5233
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 6087891 就業場所

18歳以上 (1)21時00分～ 6時00分

TEL 0265-98-8399
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 6048591 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0266-41-1101
（従業員数 137人 ）

パート労働者 20060- 6049191 就業場所 確定拠出年金

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0266-41-1101
（従業員数 137人 ）

パート労働者 20060- 6050691 就業場所 確定拠出年金

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0266-41-1101
（従業員数 137人 ）

パート労働者 20060- 6051991 就業場所 確定拠出年金

不問 (1) 9時00分～12時00分
(2)13時00分～16時00分

TEL 0265-86-3059
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 6054891 就業場所
普通自動車免許一種

18歳以上 (1)10時30分～14時30分
(2)19時00分～23時30分

TEL 0265-78-8484
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 6055291 就業場所
歯科衛生士

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2)14時00分～18時00分

TEL 0265-72-6030
（従業員数 38人 ）

パート労働者 20060- 6061891 就業場所長野県伊那市

長野県上伊那郡中川村葛島６８
５

駒ヶ根市赤穂１４－２０

又は 8時30分～17時30
分の間の5時間以上

又は 8時30分～17時30
分の間の5時間程度

又は 8時00分～16時45
分の間の6時間程度

又は 8時30分～17時30
分の間の6時間以上

又は 8時30分～17時30
分の間の6時間以上

又は 8時30分～17時30
分の間の6時間以上

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,200

円

看護職員　≪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２３８
０番地１０８６ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,100円～1,500

円

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 省令２号

718円～718円

事務 時給
有限会社　吉村商
店

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

介護士 時給 特定非営利活動法
人　かつら
（宅幼老所　かつ
ら）

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 省令２号

850円～950円

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２３８
０番地１０８６ 労災

品質管理 時給
株式会社パトライ
ト　辰野工場

長野県上伊那郡辰野町大字伊那
冨２２９３ 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 1,000円～1,000

円

購買事務 時給
株式会社パトライ
ト　辰野工場

長野県上伊那郡辰野町大字伊那
冨２２９３ 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 1,000円～1,000

円

一般・産業廃棄物
処理業務
＜急募＞

時給
有限会社　マツム
ラ

上伊那郡飯島町飯島２４３－１
０ 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
又は 8時00分～17時00
分の間の3時間以上

部品管理 時給
株式会社パトライ
ト　辰野工場

長野県上伊那郡辰野町大字伊那
冨２２９３ 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 1,000円～1,000

円

歯科衛生士 時給
医療法人　きらら
歯科クリニック

長野県伊那市坂下１８９１－５

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,200円～1,500

円

食品販売や接客 時給

ラーメン将太

長野県上伊那郡南箕輪村８３０
４－５６６ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 省令２号 900円～1,200

円


