
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

保育士
不問 (1)15時00分～18時00分 幼稚園教諭免許

小学校教諭免許
TEL 0265-83-5766

（従業員数 13人 ）
パート労働者 20060- 8614791 就業場所

交替制あり
59歳以下 (1) 9時45分～19時15分

(2) 9時45分～13時15分
TEL 0266-44-2417

（従業員数 9人 ）
パート労働者 20060- 8617591 就業場所長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 9時00分～16時00分
(2)16時00分～19時00分

TEL 0265-98-7673 (3) 8時30分～19時00分
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 8620991 就業場所
普通自動車第二

18歳以上 (1)19時00分～ 1時00分 普通自動車免許
(2)20時00分～ 1時00分

TEL 0265-79-1283 (3)21時00分～ 2時00分
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 8622791 就業場所

不問 (1)14時00分～19時00分

TEL 0265-71-5171
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060- 8623891 就業場所

不問 (1) 9時00分～14時50分

TEL 0265-81-1410
（従業員数 91人 ）

パート労働者 20060- 8628391 就業場所

不問 (1) 8時30分～16時00分
(2) 9時30分～15時00分

TEL 0265-94-1139
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 8633291 就業場所長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 8時30分～12時00分

TEL 0265-94-1139
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 8634591 就業場所長野県上伊那郡辰野町
普通自動車免許

不問 (1)13時00分～17時00分

TEL 080-6932-9678
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20060- 8639991 就業場所長野県伊那市
普通自動車免許

不問 (1) 8時20分～19時20分

TEL 0265-77-0274
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20060- 8640891 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村
看護師

不問 (1) 9時00分～12時00分 准看護師
(2) 9時00分～15時00分 普通自動車免許

TEL 0265-77-0274
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20060- 8641291 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村
クレーン・デ

不問 (1) 8時10分～12時10分 玉掛技能者
(2)13時00分～15時25分

TEL 0265-79-3323
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 8642591 就業場所
普通自動車免許

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- 8646691 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- 8647991 就業場所

又は19時00分～ 3時00
分の間の6時間程度

又は 8時30分～19時00
分の間の2時間以上

又は 8時00分～19時30
分の間の6時間以上

又は 8時30分～15時00
分の間の4時間程度

又は 8時30分～17時00
分の間の4時間以上

又は 8時10分～17時25
分の間の4時間以上

所在地・就業場所

幼稚園教諭・保育
士≪急募≫

時給 学校法人マリア学
園　聖マルチン幼
稚園

長野県駒ヶ根市北町９－１１

労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 1,000円～1,200

円

運転代行業務 時給
伊北代行　向山浩
司

労災

雇用期間の定めな
し 省令２号 850円～1,050

円

販売員 時給 ファッションセン
ターしまむら辰野
店

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

ミワトルテ　タル
トと焼き菓子専門
店

長野県上伊那郡南箕輪村９６３
３－３ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

930円～930円

雇用期間の定めな
し 省令１号 1,060円～1,060

円
菓子の製造補助と
ホール・パティシ
エ業務　☆急募

時給

入荷・出荷作業 時給
ケイティケイ株式
会社　駒ヶ根工場

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～850円

倉庫内作業 時給
株式会社　伊藤園
伊那支店

長野県上伊那郡南箕輪村８９９
１－１ 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

又は 9時00分～17時30
分の間の3時間以上

長野県駒ヶ根市下平２９２－１
０

長野県上伊那郡辰野町中央３６

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１４７１２－２

日常清掃作業「き
りとう」

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

870円～870円

日常清掃作業「き
りとう」

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
雇用期間の定めな
し 年齢不問

870円～870円

看護スタッフ 時給

有限会社かいご家

長野県上伊那郡南箕輪村６４１
３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,200円～1,500

円

雑草、剪定くずの
片付け　他

時給
中村屋　中村　聡
夫

労災

日雇
年齢不問 1,000円～1,200

円
介護スタッフ 時給

有限会社かいご家

長野県上伊那郡南箕輪村６４１
３－１ 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

長野県伊那市富県８３４９

菓子製造補助、配
送

時給
菓子庵　森本　森
本恒生

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 850円～1,000

円

建築用金属製品の
溶接作業

時給
有限会社　興研工
業

長野県上伊那郡箕輪町東箕輪４
８９５－３ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～1,300

円

又は 6時00分～14時00
分の間の3時間以上

長野県伊那市中央４７２０

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
又は 6時00分～14時00
分の間の4時間以上

℡ 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10月21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（10／11～10／17) ○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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普通自動車免許
不問 (1) 9時00分～18時00分 危険物取扱者

危険物取扱者
TEL 0266-41-0726

（従業員数 7人 ）
パート労働者 20060- 8648491 就業場所長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 9時00分～14時30分
(2)15時00分～20時00分

TEL 0265-83-3870 (3)18時00分～21時30分
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20060- 8651191 就業場所
普通自動車免許

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許
(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- 8652091 就業場所長野県伊那市
普通自動車免許

59歳以下 (1) 9時45分～13時15分
(2) 9時45分～19時15分

TEL 0265-71-1306
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 8655991 就業場所

不問 (1) 9時00分～17時00分

TEL 0265-71-3201
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 8656491 就業場所
普通自動車免許

69歳以下 (1) 9時30分～16時30分

TEL 0265-96-0864
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 8580091 就業場所

不問 (1)12時00分～20時00分

TEL 0265-71-6251
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 8581391 就業場所

不問 (1)10時00分～16時00分

TEL 0265-72-2171
（従業員数 50人 ）

パート労働者 20060- 8582691 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～15時00分

TEL 0265-76-7087
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20060- 8594891 就業場所
変形（１ヶ月単位） 看護師

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 准看護師
(2)17時00分～ 9時00分

TEL 0265-76-7087
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20060- 8595291 就業場所
変形（１ヶ月単位） 助産師

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-76-7087
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20060- 8597191 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～17時00分

TEL 0265-72-2552
（従業員数 90人 ）

パート労働者 20060- 8598091 就業場所
普通自動車免許

不問 (1)10時00分～17時00分
(2)13時30分～19時30分

TEL 0265-72-2552
（従業員数 90人 ）

パート労働者 20060- 8599391 就業場所長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許

不問 (1)15時30分～19時00分 普通自動車免許
(2) 8時30分～13時00分

TEL 0265-79-1773
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 8609591 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

又は 9時00分～18時00
分の間の4時間程度

又は 8時00分～21時00
分の間の8時間程度

又は 7時00分～23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

サービス員 時給
株式会社　根橋商
店

長野県上伊那郡辰野町大字辰野
１７３２ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～850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

裏方スタッフ 時給
株式会社　ホテル
やまぶき

駒ヶ根市赤穂４９７－１４９７

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～950円

給仕 時給
株式会社　愛光典
礼社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪８４３９－２ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 850円～1,000

円

ファッション衣料
販売スタッフ

時給 ファッションセン
ターしまむら箕輪
店

長野県上伊那郡箕輪町三日町８
９３－２

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めな
し 省令１号 1,050円～1,050

円

靴の販売 時給 株式会社チヨダ
東京靴流通セン
ター　アピタ伊那
店

長野県伊那市西町５１８２－１
アピタ伊那店１Ｆ 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

支援員 時給 多機能型支援セン
ター　Ｙｅｒｅｔ
ｔｅ

雇用・労災・
健康

雇用期間の定めな
し 省令１号 1,000円～1,000

円

長野県伊那市西町４９３５－１
０

医療事務 時給 菜の花マタニティ
クリニック　鈴木
昭久

長野県伊那市日影３８０－１
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

事務補助 時給

伊那税務署

長野県伊那市西町３５４５－１

雇用・公災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月未満） 年齢不問

920円～920円

助産師 時給 菜の花マタニティ
クリニック　鈴木
昭久

長野県伊那市日影３８０－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,500円～1,500

円

看護師（正看護
師・准看護師）

時給 菜の花マタニティ
クリニック　鈴木
昭久

長野県伊那市日影３８０－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めな
し 省令２号 1,200円～1,500

円

りんご仕分業務 時給 日本郵便株式会社
郵便事業総本部
伊那郵便局

長野県伊那市坂下３２９７

労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月未満） 年齢不問 1,000円～1,000

円

りんご集荷業務 時給 日本郵便株式会社
郵便事業総本部
伊那郵便局

長野県伊那市坂下３２９７

労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月未満） 年齢不問 1,000円～1,000

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
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普通自動車免許
18歳以上 (1)20時00分～ 7時00分

TEL 0265-83-1141
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 8559991 就業場所

不問 (1)10時00分～15時00分
(2) 9時00分～11時30分

TEL 0265-82-3344
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 8560891 就業場所

不問 (1)18時00分～22時00分
(2) 9時00分～11時30分

TEL 0265-82-3344 (3)10時00分～15時00分
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 8561291 就業場所

不問 (1) 8時30分～13時30分
(2)11時30分～16時00分

TEL 0265-74-6667 (3)15時30分～20時30分
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 8572091 就業場所

不問 (1) 9時00分～12時00分
(2)15時00分～19時00分

TEL 0265-83-1155
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 8551791 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～16時30分

TEL 0266-43-0753
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 8555191 就業場所

不問 (1)13時00分～16時00分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 3人 ）

有期派遣パート 20060- 8556091 就業場所長野県伊那市

18歳以上 (1) 7時00分～ 6時59分

TEL 0265-74-0025
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20060- 8557391 就業場所

長野県駒ヶ根市東伊那５７８－
４

長野県伊那市山寺１９６４－４

又は 9時00分～22時00
分の間の3時間以上

又は 9時00分～22時00
分の間の4時間程度

又は12時00分～17時00
分の間の3時間

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,100

円

ナイトフロント業
務

日給 株式会社グリーニ
ングハウス中原
駒ヶ根グリーンホ
テル

長野県駒ヶ根市中央１１－８

雇用・労災
6,850円～
6,850円雇用期間の定めな

し 省令２号 850円～1,150
円

動物看護・診療助
手

時給
伊南動物病院　山
本　佳宏

長野県駒ヶ根市赤穂３９５０－
２ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 950円～1,000

円

店頭販売アシスタ
ント《急募》

時給 酒＆業務スーパー
モダンパック（株
式会社　折勝）

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 850円～1,130

円

調理補助 時給
合同会社きりの実
ダイニング

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,100

円

接客、調理補助 時給
合同会社きりの実
ダイニング

長野県駒ヶ根市東伊那５７８－
４ 雇用・労災・

健康・厚生

梱包・ネット販売
補助（アクアリウ
ムショップ＞紹介

時給

株式会社　ナオス

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－
４ 労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問

900円～900円

事務 時給
たつの芸術村事業
実行委員会

長野県上伊那郡辰野町樋口２４
０７－１　辰野美術館内 雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問

865円～865円

交通量調査＜急募
＞

日給

株式会社　エース

長野県伊那市　西箕輪　７２０
０－５１ 労災

32,000円～
32,000円日雇

省令２号 1,778円～1,778
円


