
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

普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-88-4008
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 7310891 就業場所

不問 (1)14時00分～20時00分

TEL 0265-79-1282
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 7313191 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 8時30分～17時10分
(2) 9時00分～15時00分

TEL 0265-78-1515 (3) 9時00分～16時10分
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060- 7290191 就業場所

不問 (1)16時20分～17時50分
(2)17時55分～19時25分

TEL 0265-98-8462 (3)19時30分～21時00分
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 7244691 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 5時30分～12時30分

TEL 0265-81-8181
（従業員数 29人 ）

パート労働者 20060- 7137091 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)16時00分～19時00分
(2) 8時15分～17時30分

TEL 0265-76-1122
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060- 7167791 就業場所

不問 (1)10時00分～14時00分
(2)17時30分～21時30分

TEL 0265-72-3787
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 7055891 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)11時00分～15時00分

TEL 0265-85-2280
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 7059091 就業場所長野県駒ヶ根市
交替制あり

不問

TEL 0265-74-6667
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060- 7063891 就業場所長野県飯田市

不問 (1)14時00分～20時00分

TEL 0265-84-1131
（従業員数 47人 ）

パート労働者 20060- 7002691 就業場所

不問 (1)15時30分～20時30分
(2) 5時30分～14時30分

TEL 0265-71-8566 (3) 5時30分～12時00分
（従業員数 24人 ）

パート労働者 20060- 7006891 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 9時00分～13時00分
(2)14時30分～17時00分

TEL 0265-84-1131
（従業員数 47人 ）

パート労働者 20060- 7007291 就業場所

不問 (1) 6時00分～ 9時00分
(2)16時00分～21時00分

TEL 0265-98-8399
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 7019391 就業場所長野県伊那市

不問 (1)18時00分～20時15分
(2)12時00分～20時15分

TEL 0265-74-1661 (3)11時00分～20時15分
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 7021891 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～12時00分

TEL 0265-72-3078
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 7031591 就業場所

不問 (1) 8時00分～12時00分
(2) 7時00分～12時00分

TEL 0265-98-5010 (3) 8時00分～16時00分
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 7034391 就業場所

いちごの選果・販
売・発送
その他、農業に関

時給
株式会社精農舎　信州
駒ヶ根いちご園

長野県駒ヶ根市赤穂１０４７２
番地３

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めな
し 年齢不問

860円～860円

写真撮影・写真撮
影アシスタント

時給

有限会社　平澤写真館

長野県伊那市坂下３３４６－１

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～850円
又は 9時00分～18時00
分の間の5時間程度

店舗スタッフ 時給
株式会社　シューマー
ト伊那店

長野県伊那市西町５３３３－２ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～950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 年齢不問 1,000円～

1,000円

歯科助手（アシス
タント）

時給 医療法人　Ｓｍｉｌｅ
＆Ｗｅｌｌｎｅｓｓ
あるが歯科クリニック

長野県上伊那郡宮田村７５５６
－２５ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 950円～1,050

円
又は 8時30分～20時00
分の間の5時間程度

調理員（老人ホー
ム）

時給

有限会社タウンハウス

長野県駒ヶ根市赤穂１４４９０

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

821円～900円

洗い物・消毒・滅
菌専門スタッフ

時給 医療法人　Ｓｍｉｌｅ
＆Ｗｅｌｌｎｅｓｓ
あるが歯科クリニック

長野県上伊那郡宮田村７５５６
－２５ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,000

円

店頭販売アシスタ
ント

時給 酒＆業務スーパーモダ
ンパック（株式会社
折勝）

長野県伊那市山寺１９６４－４

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 850円～1,050

円

調理補助・レスト
ランホール係

時給

有限会社　山田鉄工

長野県上伊那郡宮田村５４５０

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

田村食堂　　田村　清

長野県伊那市西町５０１１―１

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～950円

プラスチック部品
の検査

時給

有限会社イナコー

長野県伊那市東春近２２７８ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めな
し 年齢不問

870円～950円

婦人服販売（アピ
タ伊那店）　≪急
募≫

時給
有限会社　レディース
ランド　コ・コ

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１２１７６－８

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,000

円
又は10時00分～20時00
分の間の7時間程度

雇用・労災

950円～2,000
円

所在地・就業場所

事務員 時給
長野アウトテリア有限
会社

長野県上伊那郡中川村片桐２６
８２－１

雇用期間の定めな
し 年齢不問

又は10時00分～16時00
分の間の4時間程度

又は 8時30分～20時15
分の間の5時間程度

又は 8時30分～20時00
分の間の5時間程度

個別指導の講師 時給 株式会社アドバンス
古賀塾　Ａｄｖａｎｃ
ｅ

長野県伊那市西町４８４８

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,060円～

1,500円
接客 時給

株式会社旅館深山
　山野草の宿　二人静

長野県駒ヶ根市赤穂４－１６１ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～

1,000円
受付、一般事務 時給

有限会社　池上輪店

長野県伊那市中央４７９６

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

821円～850円

℡ ０２６５－７３－８６０９ 
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不問 (1) 9時30分～12時30分
(2) 9時00分～15時00分

TEL 0265-72-0522
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 6977191 就業場所
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～10時15分
(2)14時00分～17時00分

TEL 0265-81-8171 (3) 8時15分～17時15分
（従業員数 21人 ）

パート労働者 20060- 6987691 就業場所長野県駒ヶ根市
交替制あり

不問

TEL 0265-72-2871
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 6936091 就業場所長野県駒ヶ根市
交替制あり

不問

TEL 0265-72-2871
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 6937391 就業場所

不問 (1) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～17時00分

TEL 090-4180-7939 (3) 8時30分～16時00分
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 6953391 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時30分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-71-6364
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 6955991 就業場所

不問

TEL 0265-83-2929
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 6891991 就業場所長野県伊那市

不問 (1)17時00分～ 0時00分

TEL 0265-98-7380
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 6872091 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 6時00分～10時00分
(2)15時00分～21時00分

TEL 090-4748-3966
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 6889191 就業場所

不問 (1)16時20分～21時00分

TEL 0265-79-7028
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 6856091 就業場所長野県諏訪市

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
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

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

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

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

長野県伊那市東春近５４９－３

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

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

食品製造 時給
株式会社イチハラフー
ズ伊那工場

長野県伊那市西町５３８０－１ 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
又は 8時30分～17時00
分の間の6時間程度

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
又は 5時00分～ 9時00
分の間の2時間以上

塾講師 その他

株式会社金屋

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１４０１６ー　３４６ 労災1,500円～

1,800円雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～

1,200円

世話人・生活支援
員

時給
一般社団法人　おも
ちゃの木

長野県伊那市西春近２９２９－
４ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 950円～1,050

円

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,000

円

ホールスタッフ 時給

居酒家だもの

長野県伊那市坂下３２０１－１

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～

1,250円

又は 9時00分～15時00
分の間の3時間以上

又は10時00分～20時00
分の間の6時間程度

又は10時00分～18時30
分の間の6時間程度

又は 9時00分～17時00
分の間の3時間以上

又は 9時00分～17時00
分の間の5時間程度

又は17時00分～ 0時00
分の間の3時間以上

又は18時00分～20時00
分の間の2時間程度

又は10時00分～18時00
分の間の5時間程度

業務員 時給 大和会秋城医院花の道
クリニック

長野県駒ヶ根市赤穂１６６２１
－５ 雇用・労

災・健康
雇用期間の定めな
し 年齢不問 835円～1,000

円

デイサービスにお
ける昼食調理員

時給

株式会社　さいとう

長野県上伊那郡南箕輪村３４６
１－１

火葬場のお給仕 時給
伊那葬祭業組合　組合
長　前澤朋欣

長野県駒ヶ根市飯坂１－３４－
１９ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

830円～850円

営業 時給 カーネットプラザ伊那
店（トライアイ株式会
社）

長野県伊那市西春近１０６９７
－２４

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～

1,200円

トマトの栽培・管
理・選別・梱包
（施設ハウス）

時給
信州トマト工房株式会
社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪長田１９８９ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 850円～1,000

円

婦人服販売（伊那
本店）

時給 ベルワールド北野屋　
（合資会社北野屋商
店）

伊那市荒井　４８１９－３６ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めな
し 年齢不問

821円～821円

婦人服販売（駒ヶ
根店）

時給 ベルワールド北野屋　
（合資会社北野屋商
店）

伊那市荒井　４８１９－３６ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めな
し 年齢不問

821円～821円
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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～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～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)10時00分～16時00分
(2)12時00分～20時00分

TEL 0265-73-6082
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 6615791 就業場所長野県松本市

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
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
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

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) 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

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

不問 (1) 8時50分～13時30分

TEL 0265-79-5950
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 6514091 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

受付 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 労災・健康

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900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

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

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
又は 7時00分～22時00
分の間の7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
又は 7時00分～22時00
分の間の3時間以上

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

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

店舗スタッフ 時給

有限会社　稲垣商事

長野県伊那市西町５２３７－１
雇用・労
災・財形

雇用期間の定めな
し 年齢不問

900円～950円
又は10時00分～21時00
分の間の6時間程度

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

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
又は 8時15分～17時15
分の間の4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

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
又は 9時00分～18時00
分の間の3時間以上


