
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

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～18時00分

TEL 0265-71-5870
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20060- 7860791 就業場所
看護師

不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師
(2) 9時00分～17時00分

TEL 0265-72-2072
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 7861891 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

18歳以上 (1)17時00分～ 9時00分

TEL 0265-72-2072
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20060- 7862291 就業場所長野県伊那市
看護師

不問 (1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許一種

TEL 0265-72-2072
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20060- 7863591 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 9時00分～16時00分
(2)10時00分～15時00分

TEL 0265-94-3648
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20060- 7870291 就業場所

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- 7872191 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～ 8時00分
(2)17時00分～18時00分

TEL 0265-71-6353
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 7873091 就業場所
介護福祉士

64歳以下 (1) 8時15分～17時15分 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修

TEL 0265-86-6535
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 7807091 就業場所
歯科衛生士

不問 (1) 9時00分～18時30分

TEL 0265-81-7560
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20060- 7810491 就業場所
歯科衛生士

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-81-7560
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20060- 7814591 就業場所

不問 (1)11時30分～14時30分
(2)17時00分～22時30分

TEL 0265-74-7288
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 7815191 就業場所

18歳以上 (1)10時00分～17時00分
(2)13時00分～17時00分

TEL 0265-86-4780 (3) 8時00分～17時00分
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 7817391 就業場所長野県上伊那郡飯島町

不問 (1) 8時20分～12時00分
(2)14時30分～18時30分

TEL 0265-73-8886
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 7824091 就業場所

不問 (1) 9時00分～13時00分

TEL 0265-71-7328
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 7843991 就業場所長野県伊那市

又は 8時30分～17時30
分の間の8時間

所在地・就業場所

事務スタッフ 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） 年齢不問

821円～839円

訪問看護 時給
株式会社　ふれ愛
センターつどい

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,300円～1,500

円

看護師 時給
株式会社　ふれ愛
センターつどい

雇用・労災・
健康・厚生

株式会社　ふれ愛
センターつどい

伊那市御園１４０７番地１

労災

雇用期間の定めな
し 省令２号 850円～1,200

円

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,100円～1,400

円
介護職員（夜勤業
務）

時給

軽作業（原料調合
他）

時給
タスマン化成工業
株式会社雇用期間の定めな

し 年齢不問
900円～950円

軽作業（組立・検
査）

時給
タスマン株式会社
伊那高遠工場

長野県伊那市高遠町上山田６３
８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,000

円
長野県伊那市高遠町上山田６３
５－５

伊那市御園１４０７番地１

伊那市御園１４０７番地１

介護職（宅幼老
所）

時給 特定非営利活動法
人　宅幼老所　い
いさとねっと梅戸

長野県上伊那郡飯島町飯島２３
２９－７ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 省令１号

905円～950円

送迎ドライバー 時給 株式会社　ジャパ
ンネットソーシン
グ　伊那営業所

長野県伊那市山寺前橋町１９９
４　柴田ビル２Ｆ 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

ラーメンの調理補
助及び接客

時給

らーめん　大将

長野県上伊那郡南箕輪村神子柴
７２９１－２ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

900円～950円

歯科衛生士【外
来】

時給

ユー歯科診療所
雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,200円～1,200

円
歯科衛生士【訪問
歯科】

時給

ユー歯科診療所

長野県駒ヶ根市赤穂４２２５－
１ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,200円～1,200

円

長野県駒ヶ根市赤穂４２２５－
１

受付事務・助手 時給
室町歯科クリニッ
ク

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～850円

軽作業 時給
有限会社　伊那火
工　堀内煙火店

長野県上伊那郡飯島町田切６８
１番地 雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月未満） 省令２号

848円～848円

長野県伊那市荒井３６７９－１
０

介護職（美篶） 時給
株式会社　ウェル
ケア

伊那市東春近７７３４－２

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,100

円
又は 9時00分～17時00
分の間の5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9月24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（9／13～9／19) ○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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ホームヘルパー２級

不問 (1) 9時00分～13時00分 介護福祉士
介護職員初任者研修

TEL 0265-71-7328
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 7844491 就業場所長野県伊那市

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- 7849191 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- 7851991 就業場所

不問 (1)17時00分～22時00分

TEL 0265-78-8719
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 7852491 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 8時10分～12時20分

TEL 0265-82-3390
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 7856591 就業場所長野県駒ヶ根市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～12時00分
(2) 9時00分～13時00分

TEL 0265-78-0885
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 7858091 就業場所
臨床検査技師

不問 (1) 9時00分～12時00分
(2)15時00分～18時00分

TEL 0265-77-0582
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 7859391 就業場所
歯科衛生士

不問 (1) 8時50分～12時15分
(2)13時55分～18時30分

TEL 0265-79-5950 (3) 8時50分～13時30分
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 7765791 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1)16時00分～22時00分

TEL 0265-96-7211
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 7768591 就業場所

不問 (1) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～17時05分

TEL 0265-82-2323
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 7769191 就業場所
看護師

不問 (1) 9時00分～16時00分 准看護師
(2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

TEL 0265-85-1015
（従業員数 41人 ）

パート労働者 20060- 7772491 就業場所長野県上伊那郡宮田村
介護福祉士

不問 (1) 6時00分～12時00分 ホームヘルパー２級

(2)16時00分～20時00分
TEL 0265-85-1015 (3) 9時00分～15時30分

（従業員数 41人 ）
パート労働者 20060- 7773791 就業場所長野県上伊那郡宮田村

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2) 8時00分～17時00分

TEL 0265-98-5875
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 7779391 就業場所

不問 (1) 8時30分～15時00分

TEL 0265-72-3168
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20060- 7780791 就業場所

又は 8時00分～17時00
分の間の6時間程度

又は 8時30分～17時30
分の間の4時間

又は 7時00分～18時00
分の間の4時間以上

介護職 時給
株式会社　ウェル
ケア

伊那市東春近７７３４－２

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,100

円

調理補助 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 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～20時00
分の間の4時間以上

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 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～20時00
分の間の4時間以上

清掃スタッフ 時給 株式会社ビジニナ
ル・サービスセン
ター

長野県駒ヶ根市赤穂１０１９－
２ 雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問

848円～900円

ホール担当（焼き
鳥店）

時給
有限会社クッシー
カンパニー

長野県伊那市西町４８８２－２

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～1,000

円

臨床検査技師（超
音波）

時給 くろごうち内科・
循環器科医院　黒
河内　典夫

長野県伊那市境１６６４－３

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,500円～2,000

円

農業 時給
和泉屋農園　清水
忠雄

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,000

円

長野県上伊那郡南箕輪村大泉１
９１１－１

フロント業務（ビ
ジネスホテル）※
急募

時給 ベストホテルズ株
式会社

長野県伊那市荒井３４９２－１
３ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～1,200

円

歯科衛生士 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１２５３２－１ 雇用・労災・

健康
雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,100円～1,200

円

看護スタッフ（宅
幼老所）

時給

有限会社　わが家

長野県上伊那郡宮田村７６１２
－１１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,500

円

電子部品の組立・
検査

時給
日精技研　株式会
社

長野県駒ヶ根市赤穂６３３０

雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月未満） 年齢不問

850円～900円

検査 時給
ケイエス技研株式
会社

長野県駒ヶ根市飯坂１－３３－
３８ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

900円～900円

介護スタッフ 時給

有限会社　わが家

長野県上伊那郡宮田村７６１２
－１１ 雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 850円～1,000

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

850円～850円
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不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-77-1303
（従業員数 157人 ）

パート労働者 20060- 7781891 就業場所

65歳以下

TEL 0266-41-0238
（従業員数 190人 ）

パート労働者 20060- 7788991 就業場所

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- 7790291 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- 7791591 就業場所長野県伊那市

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- 7792191 就業場所長野県伊那市

18歳以上 (1)21時00分～ 1時00分
(2) 1時00分～ 6時00分

TEL 0265-74-6070
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20060- 7793091 就業場所長野県伊那市
普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～18時00分

TEL 0265-74-6962
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 7795691 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～15時00分

TEL 0265-74-7744
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 7796991 就業場所

不問 (1) 7時00分～11時00分

TEL 0265-85-3078
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 7798791 就業場所

不問 (1) 9時00分～12時00分

TEL 0265-72-3168
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 7802791 就業場所

18歳以上 (1)21時00分～ 1時00分
(2) 1時00分～ 6時00分

TEL 0265-94-2772
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060- 7803891 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- 7804291 就業場所

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- 7805591 就業場所

不問 (1) 9時00分～15時45分

TEL 0265-76-6845
（従業員数 68人 ）

パート労働者 20060- 7839291 就業場所

長野県伊那市西町５０１５－１

長野県伊那市西町５０１５－１

又は 7時30分～17時00
分の間の5時間程度

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 省令２号

935円～935円

臨時事務補佐員 時給

信州大学農学部

長野県上伊那郡南箕輪村８３０
４ 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

900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）

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）

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

860円～900円

病棟での看護助手
業務

時給

町立辰野病院

長野県上伊那郡辰野町大字辰野
１４４５番地５ 雇用・労災・

健康・厚生

削蹄補助業務 時給
萩原削蹄　萩原亮
一

長野県上伊那郡南箕輪村４３８
４

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月未満） 年齢不問 900円～1,200

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 省令２号

860円～900円

仕分け作業 時給
エフォート　関成
男

長野県上伊那郡宮田村１０３７
番地１ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

821円～821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 1,200円～1,200

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 省令２号

860円～900円

掃除他 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

850円～850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

一般事務補助 日給

伊那建設事務所

長野県伊那市荒井３４９７
伊那合同庁舎内 雇用・労災・

健康・厚生5,175円～
5,175円雇用期間の定めあ

り（4ヶ月以上） 年齢不問
900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 令和元年9月24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（9／13～9／19) ○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)14時30分～18時00分

TEL 0265-71-8622
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 7738691 就業場所長野県伊那市

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- 7739991 就業場所長野県伊那市

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- 7740891 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 9時00分～14時00分
(2)17時00分～20時00分

TEL 0266-41-0019
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 7741291 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 6時30分～ 9時30分
(2)17時00分～19時30分

TEL 0265-83-3434
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 7744091 就業場所長野県駒ヶ根市
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- 7750591 就業場所

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-72-3129
（従業員数 23人 ）

パート労働者 20060- 7751191 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 7時00分～ 9時00分

TEL 0265-78-5707
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060- 7764491 就業場所長野県伊那市

又は 8時20分～17時10
分の間の3時間

又は 9時30分～16時00
分の間の5時間程度

又は 9時30分～16時00
分の間の5時間程度

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

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

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

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 950円～1,050

円

店頭スタッフ 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
又は 9時00分～15時00
分の間の4時間以上

接客・調理補助 時給
有限会社　小坂鯉
店

長野県上伊那郡辰野町大字辰野
２０１７ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～900円

軽作業 時給
株式会社小松総合
印刷所

長野県伊那市横山１０９５５－
１ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

900円～900円
又は 9時00分～17時00
分の間の4時間程度

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

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

850円～850円


