
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00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-72-2501
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 5551291 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～18時00分

TEL 0265-72-2501
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 5552591 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～18時00分

TEL 0265-72-2501
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 5553191 就業場所長野県松本市

不問 (1)18時00分～22時00分

TEL 0265-79-5653
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 5524791 就業場所

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-83-1810
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 5525891 就業場所長野県上伊那郡宮田村

不問 (1) 8時30分～13時00分
(2) 8時30分～17時00分

TEL 0265-81-1414
（従業員数 34人 ）

パート労働者 20060- 5476091 就業場所長野県駒ヶ根市

不問 (1)11時00分～17時00分
(2)18時00分～21時00分

TEL 0265-73-6678
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 5485391 就業場所

不問 (1)11時00分～15時00分

TEL 0265-73-6678
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 5490591 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～14時30分
(2) 9時15分～12時00分

TEL 0265-72-5730
（従業員数 65人 ）

パート労働者 20060- 5500291 就業場所

不問 (1) 7時30分～12時00分
(2)13時00分～16時00分

TEL 0265-70-8529
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060- 5436991 就業場所長野県諏訪郡富士見町
交替制あり

不問 (1) 8時00分～13時30分
(2) 8時00分～16時00分

TEL 0265-70-8529
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 5437491 就業場所長野県諏訪郡富士見町
交替制あり 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～16時00分

TEL 0265-70-8529
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 5438791 就業場所長野県諏訪郡富士見町

不問 (1)10時00分～14時00分

TEL 0265-70-6665
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 5446791 就業場所長野県上伊那郡辰野町

不問 (1)13時00分～16時00分

TEL 0265-98-7406
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 5451691 就業場所

不問 (1) 7時45分～ 9時45分

TEL 0265-98-0380
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 5365491 就業場所長野県駒ヶ根市

清掃 時給

有限会社　イグチ美装

長野県上伊那郡宮田村６８６１－
１ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～900円

アクアリウムショッ
プ業務

時給
株式会社　アットウェ
ル

長野県伊那市中央５１５７－１
春日ビル１Ｆ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円
又は13時00分～17時00分
の間の3時間程度

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円

洋菓子製造補助

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
８０５１－１ 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18時00分～23時00分
の間の3時間程度

ホールスタッフ及び
調理補助

日給
酒楽堂　あいびー　唐
沢晃子

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
２８６０－４ 労災

3,200円～
4,000円雇用期間の定めなし

年齢不問
900円～1,000円

ヘアーメイク・着付
け
（写真スタジオ）

時給
株式会社フォトスタ・
トゥエンティーワン

長野県伊那市荒井３４９２－１７

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円
又は 9時00分～18時00分
の間の5時間以上

ヘアーメイク・着付
け
（写真スタジオ）

時給
株式会社フォトスタ・
トゥエンティーワン

長野県伊那市荒井３４９２－１７

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円
又は 9時00分～18時00分
の間の5時間以上

労災

850円～1,000円

所在地・就業場所

スタジオでの写真撮
影補助

時給
株式会社フォトスタ・
トゥエンティーワン

長野県伊那市荒井３４９２－１７

雇用期間の定めなし
年齢不問 又は 9時00分～18時00分

の間の5時間以上

時給

株式会社北川製菓

長野県駒ヶ根市赤穂１４－３２９ 雇用・労
災・健康・
厚生

ホール接客 時給
カフェ　ウェストヴィ
レッジ　高橋　務

長野県伊那市狐島南４２５８－４

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

880円～880円

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～1,050円

調理員 時給
株式会社あい介護セン
ター

長野県駒ヶ根市赤穂１１３１－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

ホール接客（平日
昼間）

時給
カフェ　ウェストヴィ
レッジ　高橋　務

長野県伊那市狐島南４２５８－４

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

880円～880円

お弁当の配達【本
社】
≪急募≫

時給
有限会社　マリンフー
ズグループ

長野県上伊那郡南箕輪村塩の井４
０７－１ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円

病院内の清掃【富士
見町】

時給
企業組合労協ながの
南信事業本部

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
７９４２－１ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～821円

福祉施設の清掃【富
士見町】

時給
企業組合労協ながの
南信事業本部

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
７９４２－１

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

特別養護老人ホーム
施設内清掃（富士見
町）

時給
企業組合労協ながの
南信事業本部

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
７９４２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

821円～821円
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不問 (1) 9時00分～13時00分
(2)11時00分～15時00分

TEL 0265-94-2772 (3)16時00分～21時00分
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060- 5367891 就業場所

不問 (1) 6時00分～ 9時00分
(2) 6時00分～ 8時00分

TEL 0265-94-2772
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060- 5368291 就業場所

不問 (1) 6時00分～ 9時00分
(2) 6時00分～ 8時00分

TEL 0265-74-6070
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20060- 5371691 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 9時00分～13時00分
(2)11時00分～15時00分

TEL 0265-74-6070
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20060- 5372991 就業場所長野県伊那市

不問 (1)16時00分～21時00分
(2)17時00分～21時00分

TEL 0265-74-6070
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20060- 5374791 就業場所長野県伊那市
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 6時15分～12時45分
(2) 9時00分～12時45分

TEL 0265-78-4161 (3) 9時00分～18時45分
（従業員数 50人 ）

パート労働者 20060- 5380991 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村

不問 (1) 7時00分～15時00分
(2) 7時00分～11時00分

TEL 0265-77-1002 (3)16時00分～21時00分
（従業員数 27人 ）

パート労働者 20060- 5385591 就業場所

不問 (1)10時00分～14時00分
(2)17時30分～22時00分

TEL 0265-86-2080 (3)17時30分～23時00分
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 5402691 就業場所

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- 5411991 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村

不問 (1)17時55分～19時25分

TEL 0265-98-7163
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 5430291 就業場所

不問 (1)10時00分～17時00分

TEL 0265-98-0403
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 5334891 就業場所

不問 (1) 8時00分～12時00分

TEL 0265-74-8434
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 5289591 就業場所

不問 (1) 7時00分～13時00分
(2)16時00分～22時00分

TEL 0265-72-2277
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20060- 5311191 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)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- 5244491 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～15時00分

TEL 0265-88-2416
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 5226691 就業場所

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～870円

又は 7時00分～22時00分
の間の8時間

又は 7時00分～20時00分
の間の4時間以上

販売 時給
めがね　補聴器　くま
や　熊谷　建彦

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
８４２２－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～900円

接客（ホールスタッ
フ）

時給
支留比亜珈琲伊那店
前田千恵美

長野県伊那市西春近２３３３－３
－２

塾講師 その他
個別指導塾　アイビー
尾崎　一哉

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪
９５４０－１ 雇用・労災

1,800円～
3,000円雇用期間の定めなし

年齢不問 1,200円～2,000
円

又は14時45分～21時00分
の間の1時間以上

鉄パイプ加工・鉄工
一般

時給

有限会社　南原製作所

長野県上伊那郡中川村片桐６５１
２－１２０

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

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
８３０４－２２３ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 1,000円～1,000

円

フロント業務全般 時給
ファインデイズホテル
（有限会社　赤玉）

長野県伊那市山寺１８７１－４

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850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

850円～900円

一般食堂 時給

ＤＲＡＧＯＮ

長野県上伊那郡飯島町七久保２２
５１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,200円

フロント業務 時給
株式会社ホテルオオハ
シ　　ホテルセンピア

長野県伊那市狐島　４８１９ー３
１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～900円

調理員 時給
医療法人蜻蛉会　南信
病院

長野県上伊那郡南箕輪村８８１１ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし
年齢不問

880円～880円

コンビニエンス業務
全般

時給 セブンイレブン伊那西
町店（有限会社　有賀
商店）

長野県伊那市西町５０１５－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

860円～900円

コンビニエンス業務
全般

時給 セブンイレブン伊那西
町店（有限会社　有賀
商店）

長野県伊那市西町５０１５－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

860円～900円

コンビニエンス業務
全般

時給 セブンイレブン伊那西
町店（有限会社　有賀
商店）

長野県伊那市西町５０１５－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

910円～950円

コンビニ業務全般 時給 セブンイレブン高遠小
原店（有限会社　有賀
商店）

長野県伊那市高遠町小原６５７－
１ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

860円～900円

コンビニ業務全般 時給 セブンイレブン高遠小
原店（有限会社　有賀
商店）

長野県伊那市高遠町小原６５７－
１ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

910円～950円
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不問

TEL 0265-71-4670
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 5093791 就業場所山梨県北杜市
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-71-4670
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 5094891 就業場所長野県長野市
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-71-4670
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 5097191 就業場所長野県北佐久郡軽井沢町
普通自動車免許一種

不問

TEL 0265-71-4670
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 5098091 就業場所長野県北佐久郡軽井沢町

不問

TEL 0265-71-4670
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 5099391 就業場所長野県北佐久郡軽井沢町

不問

TEL 0265-71-4670
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 5100191 就業場所長野県北佐久郡軽井沢町

不問

TEL 0265-71-4670
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 5101091 就業場所長野県長野市

不問

TEL 0265-71-4670
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 5102391 就業場所長野県北佐久郡軽井沢町

不問 (1)10時00分～14時00分

TEL 0265-72-2915
（従業員数 28人 ）

パート労働者 20060- 5111691 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～15時00分

TEL 0265-72-3129
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 5112991 就業場所

不問 (1) 9時00分～17時00分
(2) 9時00分～12時00分

TEL 0265-76-6100 (3)13時00分～17時00分
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 5116291 就業場所長野県岡谷市

不問 (1)15時00分～19時20分

TEL 0265-77-0222
（従業員数 27人 ）

パート労働者 20060- 5008991 就業場所

不問 (1)10時00分～15時00分
(2)10時00分～16時00分

TEL 0265-72-0333
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 5018791 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 6時30分～ 9時30分

TEL 0265-94-1139
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 4903291 就業場所長野県茅野市
普通自動車免許一種

不問 (1)13時00分～17時00分

TEL 0265-72-3716
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 4915391 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村

バイク洗車・納車・
引取

時給
有限会社　堀越サイク
ルセンター

長野県上伊那郡南箕輪村６０５３
－１ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～1,000円
又は10時00分～19時30分
の間の3時間以上

店舗の日常清掃 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 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円

接客及び調理補助 時給

こやぶ　伊藤祐一

長野県伊那市中央４４９８－６

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 1,050円～1,050

円
又は 9時30分～16時00分
の間の5時間程度

レジ 時給
株式会社岡谷生鮮市場
伊那支店

長野県伊那市上牧６６０１番地

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円

日常清掃（諏訪レイ
クヒルカントリーク
ラブ）

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

経理・総務 時給
株式会社小松総合印刷
所

長野県伊那市横山１０９５５－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円
又は 8時20分～17時10分
の間の3時間

ケーキ・菓子の販
売、接客サービス

時給
株式会社　菓匠Ｓｈｉ
ｍｉｚｕ

長野県伊那市上牧清水町６６０８

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円

ブライダルへアメイ
ク
（ルグラン軽井沢）

時給
株式会社シュール（Ｓ
ｕｒｅ）

長野県上伊那郡南箕輪村５４２４
－７ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 3,000円～6,000

円
又は 9時00分～18時00分
の間の1時間以上

ブライダルへアメイ
ク
（長野）

時給
株式会社シュール（Ｓ
ｕｒｅ）

長野県上伊那郡南箕輪村５４２４
－７ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 1,500円～3,000

円
又は 9時00分～18時00分
の間の1時間以上

ブライダルへアメイ
ク（ジェネラス軽井
沢）

時給
株式会社シュール（Ｓ
ｕｒｅ）

長野県上伊那郡南箕輪村５４２４
－７ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 3,000円～6,000

円
又は 9時00分～18時00分
の間の1時間以上

ブライダルへアメイ
ク
（星野リゾート軽井

時給
株式会社シュール（Ｓ
ｕｒｅ）

長野県上伊那郡南箕輪村５４２４
－７ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 2,000円～6,000

円
又は 9時00分～18時00分
の間の1時間以上

ブライダルアテンド
アシスタント

時給
株式会社シュール（Ｓ
ｕｒｅ）

長野県上伊那郡南箕輪村５４２４
－７ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 2,000円～2,500

円
又は 9時00分～18時00分
の間の3時間程度

ブライダルアテンド
アシスタント

時給
株式会社シュール（Ｓ
ｕｒｅ）

長野県上伊那郡南箕輪村５４２４
－７ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 2,000円～2,500

円
又は 9時00分～18時00分
の間の3時間程度

又は 8時00分～18時00分
の間の4時間程度

又は 9時00分～18時00分
の間の5時間程度

ブライダルアテンド
アシスタント（アマ
ンダンスカイ）

時給
株式会社シュール（Ｓ
ｕｒｅ）

長野県上伊那郡南箕輪村５４２４
－７ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 1,300円～1,500

円

ブライダルアテンド
アシスタント（八ヶ
岳）

時給
株式会社シュール（Ｓ
ｕｒｅ）

長野県上伊那郡南箕輪村５４２４
－７ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 1,300円～1,500

円
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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 

（８月版） 本誌は令和元年６月に求人が提出された、                 

経験不問で運転免許以外の資格が不問の パート 求人一覧です。 

○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/ 

不問 (1)17時00分～20時00分

TEL 0265-94-2127
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 4837991 就業場所長野県駒ヶ根市

不問 (1) 9時30分～17時00分

TEL 0265-73-2253
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 4840591 就業場所

不問 (1) 9時30分～17時00分
(2)12時00分～19時30分

TEL 0265-73-2253
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 4841191 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- 4776891 就業場所
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～13時00分
(2)13時30分～19時30分

TEL 0265-86-5575
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060- 4800391 就業場所

小売店員 時給

有限会社　トマト

長野県上伊那郡飯島町飯島２１２
７－１

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし
年齢不問

830円～850円

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

調理、接客（短時間
正社員）

月給
みのやさくら亭　檀野
有良

長野県伊那市西箕輪６８６６－１
６ 雇用・労災

121,500円～
350,000円雇用期間の定めなし

年齢不問
900円～2,592円

調理補助、接客 時給
みのやさくら亭　檀野
有良

長野県伊那市西箕輪６８６６－１
６ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円
又は 9時30分～17時00分
の間の3時間程度

菓子販売 時給

合資会社　赤羽菓子店

長野県伊那市高遠町西高遠１６９
０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円
又は 8時30分～20時00分
の間の6時間程度


