
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)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- 8020391 就業場所

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- 8030991 就業場所
普通自動車免許

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- 8033891 就業場所
交替制あり 普通自動車免許

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- 8054091 就業場所

不問 (1) 9時45分～13時45分
(2)16時30分～19時15分

TEL 0265-71-4137
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 7987091 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 9時20分～16時10分

TEL 0265-86-4886
（従業員数 23人 ）

パート労働者 20060- 7978191 就業場所

不問 (1)17時30分～21時00分
(2)10時00分～14時00分

TEL 0265-73-8077
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 7893491 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

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

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)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) 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

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
普通自動車免許

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

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）

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

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

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３４９２－１３

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～1,200

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

検査・梱包

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 8時20分～17時10分
の間の6時間

又は 9時00分～17時00分
の間の5時間程度

ファッション衣料
販売

時給
株式会社しまむら　ア
べイル伊那店

長野県伊那市境１９６９－１

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

870円～870円
又は 9時45分～19時15分
の間の3時間以上

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
850円～850円

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・労災

900円～1,200円

所在地・就業場所

一般食堂 時給

ＤＲＡＧＯＮ

長野県上伊那郡飯島町七久保２２
５１－１

雇用期間の定めな
し 年齢不問

時給

タクマン電子株式会社

長野県上伊那郡飯島町飯島２１６
９－１５

雇用・労
災・健康・
厚生

飲食店接客、調理
補助等

時給
レストラン　ホサナ
吉江　宏

長野県伊那市西箕輪６８２６－２

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

900円～950円

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～850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
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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) 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)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

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

不問

TEL 0265-71-4670
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 7753391 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- 7754691 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- 7756491 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- 7758891 就業場所長野県北佐久郡軽井沢町
普通自動車免許

不問

TEL 0265-71-4670
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 7759291 就業場所長野県北佐久郡軽井沢町
普通自動車免許

不問

TEL 0265-71-4670
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 7760091 就業場所長野県北佐久郡軽井沢町

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

不問 (1)18時00分～21時00分

TEL 0265-76-8863
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 7699391 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村

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

又は 9時00分～18時00分
の間の5時間程度

又は 9時00分～18時00分
の間の1時間以上

又は 9時00分～18時00分
の間の1時間以上

又は 9時00分～18時00分
の間の1時間以上

又は 9時00分～18時00分
の間の3時間程度

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２
０１７ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～900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
（アマンダンスカ

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

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

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

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
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

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

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

ブライダルアテン
ドアシスタント
（ジェネラス軽井

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～2,500

円

ブライダルアテン
ドアシスタント
（ルグダン軽井

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～2,500

円

ブライダルへアメ
イク（星野リゾー
ト軽井沢）

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 2,000円～6,000

円

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

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

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

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

848円～848円
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普通自動車免許
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- 7606391 就業場所

不問 (1) 6時00分～15時00分
(2)18時00分～22時00分

TEL 0265-82-5100
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20060- 7613091 就業場所

不問 (1) 5時30分～ 9時00分

TEL 0265-73-8811
（従業員数 26人 ）

パート労働者 20060- 7574091 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 8時30分～16時30分
(2) 9時00分～15時00分

TEL 0265-98-6674
（従業員数 27人 ）

パート労働者 20060- 7479691 就業場所

不問 (1) 6時00分～ 8時00分

TEL 0265-78-5707
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 7422491 就業場所長野県伊那市

不問 (1)17時30分～20時30分

TEL 0265-78-5707
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060- 7423791 就業場所長野県伊那市

不問 (1)12時00分～17時00分

TEL 0265-98-7406
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 7426591 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～16時30分
(2) 9時00分～15時00分

TEL 0265-82-8614
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 7331391 就業場所

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- 7348091 就業場所

不問 (1) 9時00分～14時00分
(2)17時00分～21時00分

TEL 0265-98-8848
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 7364391 就業場所

不問 (1) 7時00分～10時00分
(2) 7時30分～10時00分

TEL 0265-76-6100 (3) 8時00分～10時00分
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 7366991 就業場所長野県伊那市

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- 7372391 就業場所長野県岡谷市

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- 7382991 就業場所長野県伊那市
普通自動車免許

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- 7389091 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村
交替制あり 普通自動車免許

不問 (1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

TEL 0265-86-8171 (3)10時00分～19時00分
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20060- 7395591 就業場所

介護職員 時給
有限会社　平成（グ
ループホーム道）

長野県上伊那郡飯島町田切１６１
－５２

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問
900円～1,300円

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

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

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

848円～850円

清掃要員（みはら
しの湯）

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

848円～848円

食堂のホール接
客、調理補助

時給
　めしや
（有限会社信濃開発）

長野県上伊那郡南箕輪村２３８０
－７５９ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～1,000

円

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

介護職 時給 医療法人　すずらん
まえやま　内科胃腸科
クリニック

長野県駒ヶ根市赤穂１４６３２－
４

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問
850円～1,000円

梱包（軽作業）・
ネット販売補助

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11時00分～18時00分
の間の6時間程度

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

ゴルフボール集球
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

職業指導員 時給
株式会社　ハッピーク
ローバー

長野県伊那市西春近　５８４７－
３

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問
850円～1,000円

キッチンスタッフ 時給 信州ＩＮＡセミナーハ
ウス　（ランド商事
株式会社）

長野県伊那市日影１番地

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～1,000

円

レストラン・ホー
ル接客

時給
信南サ－ビス株式会社
信南レストラン

長野県駒ヶ根市赤穂１５－１６０
中央道駒ヶ岳ＳＡ上り線内

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めな

し 年齢不問
850円～1,000円

又は 6時00分～22時00分
の間の4時間以上

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


