
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)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- 6808991 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村
介護福祉士

不問 (1) 9時00分～15時00分 介護職員初任者研修

TEL 0265-73-0650
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20060- 6815691 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 6時30分～ 8時30分
(2)16時30分～20時30分

TEL 0265-73-0650 (3)16時00分～ 9時30分
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20060- 6816991 就業場所長野県伊那市
美容師

不問 (1) 9時00分～14時00分

TEL 0266-41-0406
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 6819891 就業場所

18歳以上 (1)18時30分～20時30分

TEL 0265-79-9035
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 6820191 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-81-6060
（従業員数 95人 ）

パート労働者 20060- 6823691 就業場所長野県駒ヶ根市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

60歳以上 (1) 8時00分～18時30分

TEL 0265-76-5111
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 6832991 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40分～15時40分

TEL 0265-76-5555
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 6833491 就業場所長野県伊那市

18歳以上 (1)18時30分～23時00分

TEL 0265-78-7100
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 6725691 就業場所

不問 (1) 5時00分～ 9時00分
(2) 6時00分～ 8時30分

TEL 0265-76-6100
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 6727491 就業場所長野県駒ヶ根市
管理栄養士

不問 (1) 8時30分～15時30分

TEL 0265-79-1749
（従業員数 100人 ）

パート労働者 20060- 6731091 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～16時30分

TEL 0266-41-3038
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 6734991 就業場所長野県上伊那郡辰野町

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- 6736791 就業場所
変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

不問 (1) 7時00分～10時00分 普通自動車免許一種

(2)11時00分～14時00分
TEL 0265-79-1749 (3)18時00分～21時00分

（従業員数 16人 ）
パート労働者 20060- 6737891 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

ホームヘルパー２級

不問 (1) 7時00分～15時30分 介護職員初任者研修

(2)12時30分～21時00分
TEL 0265-79-1749 (3) 8時30分～17時00分

（従業員数 80人 ）
パート労働者 20060- 6739591 就業場所長野県伊那市

又は17時00分～22時00
分の間の2時間以上

又は 8時30分～18時30
分の間の5時間以上

又は 5時00分～ 9時00
分の間の2時間以上

又は 8時10分～17時10
分の間の6時間以上

又は 8時30分～17時00
分の間の6時間程度

又は 8時30分～17時00
分の間の6時間以上

所在地・就業場所

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３３８
２－１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

美容師またはアシス
タント

時給 丸八北原美容有限
会社（北原美容
室）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

830円～850円

居宅介護事業所のヘ
ルパー

時給 社会福祉法人　長
野県社会福祉事業
団　ほっと上伊那

雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉法人　長
野県社会福祉事業
団　ほっと上伊那

長野県伊那市狐島３７９９ー１
ナユタ未来通り１Ｆ東側 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

958円～958円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

958円～958円

グループホームの世
話人

時給

又は 8時00分～21時00
分の間の2時間以上

制御装置用ソフト
ウェアのプログラミ
ング作業

時給

株式会社ヤマウラ
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 1,250円～1,350

円

接客（バンケット） 時給
ダイアナ　味澤
房江

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪８４２０－１ 労災

雇用期間の定めなし
省令２号 3,000円～3,000

円

又は 8時00分～17時00
分の間の6時間以上

長野県駒ヶ根市北町２２－１

長野県伊那市狐島３７９９ー１
ナユタ未来通り１Ｆ東側

長野県上伊那郡辰野町大字伊那
富２８０５

測定検査・バリ取
り・軽作業
　☆急募

時給
株式会社　ハイ
デックス

長野県伊那市西春近２９７１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円

タクシー乗務員 時給
伊那タクシー　株
式会社

長野県伊那市坂下３３０９
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

省令３号
のニ 880円～910円

管理栄養士 時給
上伊那医療生活協
同組合

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１１３２４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 1,214円～1,708

円

接客 時給
炭火亭　櫓
田畑　文博

雇用・労災

雇用期間の定めなし
省令２号

821円～1,000円

館内清掃（こまくさ
の湯）

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

821円～821円

長野県伊那市境１０６０
　ガーデンコートビル　１Ｆ

食品製造 時給
株式会社イチハラ
フーズ伊那工場

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

機械解体作業員 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

長野県伊那市西町５３８０－１

介護職員（はびろの
里または
　上伊那生協病院）

時給
上伊那医療生活協
同組合

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１１３２４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

979円～1,300円

訪問介護職員（ヘル
パーステーションみ
どり）

時給
上伊那医療生活協
同組合

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１１３２４番地 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 1,150円～1,300

円
又は 7時00分～21時00
分の間の3時間程度

℡ 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8月13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（8／2～8／8) ○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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変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

不問 (1) 6時30分～15時00分 介護職員初任者研修

(2) 8時30分～17時00分
TEL 0265-79-1749 (3)12時30分～21時00分

（従業員数 70人 ）
パート労働者 20060- 6744791 就業場所

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
18歳以上 (1) 6時30分～15時00分

(2) 8時30分～17時00分
TEL 0265-89-1230 (3)12時30分～21時00分

（従業員数 42人 ）
パート労働者 20060- 6748191 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- 6755591 就業場所長野県伊那市
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-78-1315
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 6761791 就業場所

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- 6762891 就業場所長野県駒ヶ根市

不問

TEL 0265-76-6100
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 6763291 就業場所長野県駒ヶ根市
看護師

不問 (1) 8時30分～15時30分

TEL 0265-72-3121
（従業員数 950人 ）

パート労働者 20060- 6777991 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 0265-83-2929
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 6792691 就業場所

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-79-0088
（従業員数 24人 ）

パート労働者 20060- 6802291 就業場所
調理師

不問 (1) 8時30分～15時45分
(2) 9時30分～16時45分

TEL 0265-78-4157
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20060- 6807691 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～12時00分
(2)13時00分～18時00分

TEL 0265-96-7160 (3) 9時00分～18時00分
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 6682891 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 0265-96-0191
（従業員数 77人 ）

パート労働者 20060- 6683291 就業場所長野県上伊那郡箕輪町
薬剤師

不問 (1) 8時30分～12時30分 普通自動車免許一種

(2)15時30分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-79-1773
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 6687391 就業場所長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～12時30分 普通自動車免許一種

(2)15時30分～19時00分
TEL 0265-79-1773

（従業員数 4人 ）
パート労働者 20060- 6688691 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 9時45分～12時00分
(2)13時30分～16時45分

TEL 0265-85-3385 (3)17時40分～19時10分
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 6692591 就業場所長野県上伊那郡宮田村

又は10時00分～18時00
分の間の5時間程度

又は 6時30分～22時00
分の間の3時間以上

又は 9時00分～15時00
分の間の5時間程度

18時00分～20時00分の
間の2時間程度

又は 8時30分～17時00
分の間の5時間以上

又は 9時00分～18時00
分の間の3時間以上

又は 9時45分～20時00
分の間の4時間

又は 8時30分～19時00
分の間の4時間以上

又は 8時30分～19時00
分の間の3時間以上

介護職（生協総合ケ
アセンターいいじ
ま）

時給 上伊那医療生活協
同組合　生協総合
ケアセンターいい
じま

長野県上伊那郡飯島町飯島２０
５０－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号

979円～1,300円

介護職（生協総合ケ
アセンターいな）

時給 上伊那医療生活協
同組合　生協総合
ケアセンターいな

長野県伊那市狐島３８９５
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

979円～1,300円

事務 時給
伊東社会保険労務
士事務所

長野県伊那市東春近９５１１

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

ケーキ・菓子の販売
接客サービス

時給
株式会社　菓匠Ｓ
ｈｉｍｉｚｕ

長野県伊那市上牧清水町６６０
８ 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

布団敷き（菅の台地
区）

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

900円～1,000円

館内清掃（露天こぶ
しの湯）

日給

株式会社ＢＩＳＯ
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

長野県伊那市東春近５４９－３

事務 時給
株式会社　儀礼セ
ンター

長野県駒ヶ根市飯坂１－３４－
１９ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

950円～1,000円

看護師 時給

伊那中央病院

長野県伊那市小四郎久保１３１
３番地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 1,310円～1,572

円

調理員 時給 社会福祉法人みお
つくし会　つくし
んぼ保育園

長野県伊那市御園５８７番地２

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

900円～960円
又は 8時30分～16時45
分の間の7時間程度

フロント・宴会・厨
房の補助

時給 ブリーズベイオペ
レーション８号
株式会社伊那プリ
ンスホテル

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪８２８８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円

航空機部品の製造
（ＦＲＰ部品積層、
接着）

時給
シキボウ株式会社
長野事業所

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪８
６７３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

870円～970円

洗車業務 時給
株式会社アブロー
ド

長野県上伊那郡箕輪町大字東箕
輪７１５－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 1,000円～1,000

円

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円

医療事務≪急募≫ 時給
有限会社　柳屋薬
局

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪９６５５ 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

薬剤師≪急募≫ 時給
有限会社　柳屋薬
局

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪９６５５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 2,000円～2,200
円

子供向けプログラミ
ングスクール講師補
佐

時給
長野システム開発
株式会社

長野県上伊那郡宮田村５６７２
－２ 雇用・労災
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◎ 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。 
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 最新の求人情報を検索して頂けます。 
                 https://www.hellowork.go.jp/ 

大型自動車免許二種

不問 (1) 5時00分～ 7時00分
(2)18時00分～20時00分

TEL 0265-71-3800
（従業員数 50人 ）

パート労働者 20060- 6697991 就業場所

不問 (1) 9時00分～13時00分

TEL 0265-71-3800
（従業員数 50人 ）

パート労働者 20060- 6699791 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

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- 6711891 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 8時15分～12時00分

TEL 0265-88-3337
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 6722191 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～14時00分

TEL 0265-73-5707
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060- 6723091 就業場所

不問 (1) 8時15分～16時00分

TEL 0266-41-4139
（従業員数 41人 ）

パート労働者 20060- 6570191 就業場所長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 8時20分～17時00分
(2) 9時00分～16時00分

TEL 0265-81-1818 (3) 9時00分～15時00分
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 6571091 就業場所

不問 (1) 8時30分～15時00分
(2) 8時30分～16時15分

TEL 0265-88-6135
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20060- 6575491 就業場所

不問 (1) 8時30分～16時30分

TEL 0266-41-1111
（従業員数 132人 ）

パート労働者 20060- 6577891 就業場所長野県上伊那郡辰野町
普通自動車免許二種

18歳以上 (1)21時00分～ 2時00分 普通自動車免許一種

TEL 0265-73-6545
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 6582991 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 0266-41-2647
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 6590991 就業場所

不問 (1) 9時00分～12時00分
(2)13時00分～16時00分

TEL 0265-73-2541
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 6592791 就業場所長野県伊那市
保育士

不問 (1) 8時00分～13時00分 幼稚園教諭免許
(2)12時00分～17時00分

TEL 0265-76-0033
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20060- 6594291 就業場所長野県伊那市

18歳以上 (1)18時00分～23時00分

TEL 0265-71-1955
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20060- 6595591 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-79-5248
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 6596191 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪８２９５－５

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪８２９５－５

又は 8時15分～17時15
分の間の4時間程度

又は 8時00分～17時00
分の間の6時間程度

又は19時00分～ 3時00
分の間の5時間程度

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８２９５－５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問
821円～1,000円

経理・総務・事務
（トラビスジャパン
本社）

時給
トラビスジャパン
株式会社

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～1,000円

バス運転手（バスツ
アー）

時給
トラビスジャパン
株式会社

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～1,500円

事務職員 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～950円

ケアマネージャー 時給 特定非営利活動法
人　かつら
（宅幼老所　かつ
ら）

長野県上伊那郡中川村葛島６８
５ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 1,300円～1,300

円

出荷検査、梱包 時給
ヒラサワ機工株式
会社

長野県駒ヶ根市赤穂３３１０ 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

850円～900円

緑化管理業務 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

長野県上伊那郡辰野町大字伊那
富６６６６ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問
940円～940円

保育士・保育士補助 時給

辰野町役場

長野県上伊那郡辰野町中央１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

915円～985円

トマトの生育、選
果、箱詰、
加工等

時給 ＧＯＫＯカメラ株
式会社　アグリ事
業部

長野県上伊那郡中川村片桐２４
４７－６３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～961円

経理事務・営業補助 時給
合同会社ロイヤル
ペイント

上伊那郡辰野町北大出原７６１
０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円

自動車運転代行（代
行運転・随伴運転）

時給

松チャン運転代行

長野県上伊那郡南箕輪村１７３
３－３ 労災

雇用期間の定めなし
省令２号

850円～1,050円

乳幼児の保育 時給

伊那緑ヶ丘幼稚園

長野県伊那市西町７２２７－２
４３９ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

900円～1,100円

脳いきいき教室介護
員

時給
伊那市社会福祉協
議会

長野県伊那市山寺２９８－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

910円～910円

草刈作業員、サポー
ト要員

時給
有限会社　厚生協
会

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪８６０３－６ 雇用・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

ホールサービス（飲
食店接客）

時給
ｔａｂｌｅ　ｔｏ
ｐ　　有賀友昭

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪８３２５－３ 労災

雇用期間の定めなし
省令２号

900円～1,000円
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中型自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～12時00分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 0265-79-5248
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 6599691 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

60歳以上 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-71-7321
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 6604691 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 9時30分～15時30分

TEL 0265-78-3658
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 6612691 就業場所

18歳以上 (1)19時00分～ 0時00分
(2)17時00分～ 0時00分

TEL 0265-73-2662
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20060- 6614491 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-73-5707
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 6617291 就業場所
保育士

不問 (1)14時00分～18時00分 社会福祉士
小学校教諭免許

TEL 0265-73-5707
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 6618591 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 9時00分～14時00分

TEL 0265-82-2523
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20060- 6622491 就業場所
歯科衛生士

不問 (1)14時00分～17時30分

TEL 0265-82-4139
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 6628091 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～16時00分

TEL 0265-72-8812
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 6629391 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村
臨床検査技師

不問 (1) 8時00分～16時00分

TEL 0266-41-0101
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20060- 6634191 就業場所
保健師

不問 (1) 9時00分～17時00分

TEL 0266-41-0101
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20060- 6635091 就業場所
診療放射線技師

不問 (1) 8時00分～16時00分

TEL 0266-41-0101
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20060- 6637691 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時35分 測量士
測量士補

TEL 0265-72-6458
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 6640291 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

TEL 0265-82-3235
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 6642191 就業場所長野県松本市
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- 6645691 就業場所長野県伊那市

又は 8時10分～17時00
分の間の5時間以上

又は 8時30分～17時30
分の間の8時間程度

又は 8時30分～17時30
分の間の6時間以上

又は 9時00分～17時00
分の間の6時間程度

警備員 時給
有限会社　セント
ラル　伊那事務所

長野県伊那市中央５１５７　春
日ビル３Ｆ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 省令３号
のニ 875円～1,200円

し尿汲み取り業務
浄化槽維持管理業務

時給
有限会社　厚生協
会

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪８６０３－６ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 1,300円～1,500
円

又は 8時30分～16時00
分の間の4時間以上

ルームメイキング 時給 株式会社　エー
エーエス　ホテル
２１Ｃ

長野県伊那市西箕輪７６７３－
８ 労災

雇用期間の定めなし
省令２号

850円～1,050円

社労士アシスタント
（内勤事務）

時給
社会保険労務士法
人　田畑事務所

伊那市伊那部４０７５－１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～950円

学童の放課後デイ
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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 1,200円～1,200

円

調理員 時給 株式会社　支援ア
ガピア

長野県伊那市富県７６５８－１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～950円

歯科衛生士業務 時給
菅沼歯科医院　菅
沼聰介

長野県駒ヶ根市上穂栄町１９番
１号 雇用・労災・

健康
雇用期間の定めなし

年齢不問 1,000円～1,000
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

臨床検査技師 時給 一般財団法人　労
働衛生協会　長野
県支部

長野県上伊那郡辰野町大字辰野
１４７７－６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 1,100円～1,500

円

栽培作業員（トマ
ト）

時給
堀ナーセリー　堀
敬一

長野県上伊那郡南箕輪村１１５
４

雇用期間の定めなし
年齢不問

830円～830円

診療放射線技師 時給 一般財団法人　労
働衛生協会　長野
県支部

長野県上伊那郡辰野町大字辰野
１４７７－６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 1,500円～2,500

円

保健師 時給 一般財団法人　労
働衛生協会　長野
県支部

長野県上伊那郡辰野町大字辰野
１４７７－６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 1,700円～2,000

円

ハウスクリーニング 時給
有限会社　エス・
シー・イー

長野県駒ヶ根市北町１７－９
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

950円～1,200円

測量設計・建設コン
サルタント

時給
株式会社　北国コ
ンサル

長野県伊那市西春近９０９９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

日雇
年齢不問 1,000円～1,500

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

880円～880円
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普通自動車免許一種

不問 (1)18時00分～21時00分
(2)19時00分～22時00分

TEL 0265-72-5231 (3) 7時00分～10時00分
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 6646991 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村
介護職員初任者研修

不問 (1) 6時00分～10時00分 普通自動車免許一種

(2)10時00分～14時00分
TEL 0265-79-4180 (3)14時00分～18時00分

（従業員数 63人 ）
パート労働者 20060- 6648791 就業場所

不問 (1) 6時00分～11時00分
(2)17時00分～22時00分

TEL 0265-82-8511 (3)10時00分～18時30分
（従業員数 38人 ）

パート労働者 20060- 6649891 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～15時00分 自動車整備２級ジゼ

TEL 0265-72-5836
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20060- 6666291 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- 6667591 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

18歳以上 (1)19時00分～ 3時00分

TEL 0265-72-5836
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20060- 6668191 就業場所長野県伊那市

18歳以上 (1) 6時30分～15時00分
(2)15時00分～23時30分

TEL 0265-73-1153
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20060- 6670991 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

介護職員初任者研修

TEL 0265-98-6385
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 6672791 就業場所長野県伊那市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-77-0350
（従業員数 767人 ）

パート労働者 20060- 6674291 就業場所長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-96-7184
（従業員数 113人 ）

パート労働者 20060- 6516691 就業場所
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- 6518491 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-96-7184
（従業員数 113人 ）

パート労働者 20060- 6521191 就業場所

不問 (1)16時00分～18時00分
(2) 7時30分～ 8時30分

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060- 6522091 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1)14時30分～19時00分

TEL 0265-79-3111
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20060- 6523391 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

TEL 0265-82-2121
（従業員数 518人 ）

パート労働者 20060- 6524691 就業場所長野県駒ヶ根市

長野県伊那市山寺１７５２－３

長野県伊那市山寺１７５２－３

又は 7時00分～22時00
分の間の3時間以上

又は 7時00分～22時00
分の間の7時間程度

又は 6時00分～18時00
分の間の4時間程度

ＳＳ店頭スタッフ 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

900円～1,500円

レストランサービス
スタッフ
（洋食）

時給 株式会社三河湾リ
ゾートリンクス
駒ヶ根高原リゾー
トリンクス

長野県駒ヶ根市赤穂　５番１０
８６ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 1,100円～1,400
円

訪問介護職員 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１３
７２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

830円～1,090円

タクシー乗務員（日
勤）

時給
有限会社　白川タ
クシー

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

自動車整備士 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

850円～900円
又は 8時30分～17時00
分の間の5時間程度

喫茶店スタッフ 時給
コメダ珈琲伊那ナ
イスロード店

伊那市上新田２４１２

労災

雇用期間の定めなし
省令２号

850円～850円

タクシー乗務員（夜
勤）

時給
有限会社　白川タ
クシー

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
省令２号

830円～860円

又は 6時30分～23時30
分の間の3時間以上

業務員（みのわ園） 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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

910円～1,070円

訪問介護 時給
ＮＰＯ法人　訪問
介護あったか伊那

長野県伊那市日影１７４－１
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～1,100円
又は 7時30分～17時30
分の間の4時間以上

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８３０６－１１１１ 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

又は 9時00分～17時00
分の間の7時間程度

事務職員（みぶの
里）

時給
社会福祉法人　し
なのさわやか福祉
会
複合福祉施設　み
ぶの里

長野県伊那市美篶５３２４番地
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～1,200円

長時間保育士 時給

箕輪町役場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１０２９８ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 1,000円～1,180

円

介護職員（みぶの
里）

時給
社会福祉法人　し
なのさわやか福祉
会
複合福祉施設　み
ぶの里

長野県伊那市美篶５３２４番地
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～1,300円

医師事務作業補助者 時給

昭和伊南総合病院

長野県駒ヶ根市赤穂３２３０
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

936円～936円

学童クラブ指導員 時給

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
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 1,040円～1,040

円
又は 7時30分～19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

℡ 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8月13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（8／2～8／8) ○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/ 

普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～18時00分 介護福祉士

TEL 0265-96-7184
（従業員数 113人 ）

パート労働者 20060- 6525991 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～18時00分

TEL 0265-71-3721
（従業員数 60人 ）

パート労働者 20060- 6531391 就業場所長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～18時00分 介護福祉士

TEL 0265-71-3721
（従業員数 60人 ）

パート労働者 20060- 6532691 就業場所長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時30分～16時30分 介護福祉士
(2)10時30分～17時30分

TEL 0265-71-3721
（従業員数 60人 ）

パート労働者 20060- 6533991 就業場所長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時30分～13時30分 介護福祉士
(2)12時30分～16時30分

TEL 0265-71-3721
（従業員数 60人 ）

パート労働者 20060- 6534491 就業場所長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時30分～16時30分
(2)10時30分～17時30分

TEL 0265-71-3721
（従業員数 60人 ）

パート労働者 20060- 6535791 就業場所長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時30分～13時30分
(2)12時30分～16時30分

TEL 0265-71-3721
（従業員数 60人 ）

パート労働者 20060- 6536891 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1)12時00分～21時00分
(2)16時00分～21時00分

TEL 0265-71-5541
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 6537291 就業場所

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2)10時00分～16時00分

TEL 0265-72-1320 (3)11時00分～17時00分
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20060- 6540691 就業場所

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- 6542491 就業場所
変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修

18歳以上 (1) 7時15分～16時15分 ホームヘルパー２級

(2)10時00分～19時00分
TEL 0265-71-5870 (3)16時00分～10時00分

（従業員数 17人 ）
パート労働者 20060- 6555091 就業場所

変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1) 7時15分～16時15分

(2)10時00分～19時00分
TEL 0265-71-5870 (3)16時00分～10時00分

（従業員数 17人 ）
パート労働者 20060- 6556391 就業場所

普通自動車免許一種

不問 (1)17時30分～21時00分

TEL 0265-82-3828
（従業員数 68人 ）

パート労働者 20060- 6564391 就業場所

デイサービスの介護
職

時給 社会福祉法人サ
ン・ビジョン　グ
レイスフル箕輪

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪６０６５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 1,170円～1,230

円

介護福祉士（みぶの
里）

時給
社会福祉法人　し
なのさわやか福祉
会
複合福祉施設　み
ぶの里

長野県伊那市美篶５３２４番地
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～1,400円

デイサービスの介護
職
【介護福祉士】

時給 社会福祉法人サ
ン・ビジョン　グ
レイスフル箕輪

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪６０６５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 1,060円～1,120

円

デイサービスの介護
職
【介護福祉士】

時給 社会福祉法人サ
ン・ビジョン　グ
レイスフル箕輪

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪６０６５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 1,200円～1,260

円

又は 9時30分～18時00
分の間の6時間程度

デイサービスの介護
職

時給 社会福祉法人サ
ン・ビジョン　グ
レイスフル箕輪

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪６０６５ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 1,030円～1,090

円
又は 8時30分～18時00
分の間の6時間程度

デイサービスの介護
職
【介護福祉士】

時給 社会福祉法人サ
ン・ビジョン　グ
レイスフル箕輪

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪６０６５ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 1,050円～1,120

円
又は 8時30分～18時00
分の間の4時間程度

ＧＵ（ジーユー）販
売スタッフ／ベル
シャイン伊那店

時給 株式会社ジーユー
ベルシャイン伊那
店

長野県伊那市日影４３５－１

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

900円～1,100円

デイサービスの介護
職

時給 社会福祉法人サ
ン・ビジョン　グ
レイスフル箕輪

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪６０６５ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問 1,020円～1,080

円

又は12時00分～21時00
分の間の4時間以上

又は 8時30分～18時00
分の間の4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～821円

アソシエイト 時給 損害保険ジャパン
日本興亜　株式会
社　伊那保険金
サービス課

長野県伊那市山寺２４７－１

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

920円～920円

介護職員【伊那市】
認知症高齢者グルー
プホーム

時給
メディカル・ケ
ア・サービス株式
会社　愛の家グ
ループホーム伊那
山寺

長野県伊那市山寺２６４０－３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号

889円～1,050円

介護職員【伊那市】
認知症高齢者グルー
プホーム

時給
メディカル・ケ
ア・サービス株式
会社　愛の家グ
ループホーム伊那
山寺

長野県伊那市山寺２６４０－３
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号

889円～1,050円

厨房手伝い 時給
株式会社　駒ヶ根
自動車学校

長野県駒ヶ根市赤穂１６３９８
番地 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

880円～880円


