
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
不問 (1) 8時30分～16時35分

TEL 0265-81-1502
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 8923591 就業場所

不問 (1)17時30分～22時00分

TEL 0265-96-0848
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 8870391 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-70-6643
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 8875891 就業場所

不問 (1) 9時00分～17時00分
(2) 9時00分～14時30分

TEL 0265-84-1131 (3)14時00分～17時00分
（従業員数 47人 ）

パート労働者 20060- 8884291 就業場所
変形（１年単位） 普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～16時45分

TEL 0265-83-5233
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 8849491 就業場所

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0266-43-2612
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20060- 8796291 就業場所

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0266-43-2612
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20060- 8797591 就業場所

不問 (1) 6時30分～ 8時30分

TEL 0265-94-1139
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 8799091 就業場所長野県伊那市
普通自動車免許

不問 (1) 7時00分～10時00分
(2)15時00分～17時00分

TEL 0265-94-1130
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 8800891 就業場所長野県伊那市

不問 (1)12時00分～15時00分
(2)15時00分～18時00分

TEL 0265-74-5808
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 8805391 就業場所

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- 8810591 就業場所
普通自動車免許

不問 (1)10時00分～15時00分

TEL 0266-41-0363
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 8728491 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- 8731191 就業場所

不問 (1)17時30分～22時00分

TEL 0265-72-0070
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 8734691 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-71-6208
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 8746891 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- 8756591 就業場所長野県伊那市

又は 8時00分～16時45
分の間の6時間程度

又は 8時10分～17時30
分の間の5時間以上

又は 8時10分～17時30
分の間の5時間以上

又は 9時30分～18時00
分の間の3時間以上

又は12時00分～17時00
分の間の3時間程度

又は 9時00分～17時00
分の間の6時間程度

又は 8時15分～17時15
分の間の4時間程度

又は 9時00分～18時00
分の間の5時間以上

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３４９２－１
７ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 850円～1,000

円

現場作業員 時給
アメックスホーム伊那
有限会社

長野県伊那市中央５１３０

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

950円～980円

ガソリンスタンド
スタッフ

時給

村上石油株式会社

上伊那郡辰野町伊那富８５１３ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めな
し 年齢不問

900円～900円

調理員 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

850円～950円

接客、ホールス
タッフ
サービス全般

時給 焼肉・韓国料理　ほう
せん（株式会社　ほう
せん）

長野県伊那市山寺１９２３

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 850円～1,000

円

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～850円

洗い物・消毒・滅
菌専門スタッフ

機械加工 時給
有限会社　ヤマコウス
チール

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１７２９－１ 雇用・労

災・財形
雇用期間の定めな
し 年齢不問 850円～1,000

円

ラーメン調理補助 時給
有限会社　ビューテッ
ク　凌駕　ＥＢＩＳＵ

長野県伊那市福島１５５－１

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,100

円
又は11時00分～22時00
分の間の2時間以上

雇用・労災

880円～1,000
円

所在地・就業場所

介護職員
　※急募

時給

有限会社こころ

長野県駒ヶ根市中沢２４６４番
地

雇用期間の定めな
し 年齢不問

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

カット野菜の加工
業務

時給

株式会社　フィールド

長野県上伊那郡辰野町大字伊那
富２３９１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～900円

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,000

円
事務 時給

有限会社　吉村商店

駒ヶ根市赤穂１４－２０ 雇用・労
災・健康・
厚生

カット野菜の加工
業務
【土日祝勤務】

時給

株式会社　フィールド

長野県上伊那郡辰野町大字伊那
富２３９１－１ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～900円

日常清掃業務 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 1,000円～

1,000円
高齢者及び障害者
の方の送迎及び介
助

時給
特定非営利活動法人Ｓ
ＡＬＡ

長野県伊那市高遠町下山田７２
７ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,200

円
化粧品販売を伴う
フェイシャルエス
テティック

時給
ＳＡＬＯＮ　ＷＩＳＨ
高坂美代子

長野県上伊那郡南箕輪村田畑７
３９５－１　ウエストハウスＢ
－２０１

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～850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

950円～950円
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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- 8757191 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- 8758091 就業場所長野県松本市

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- 8760791 就業場所長野県松本市

不問 (1)10時00分～15時00分
(2)10時00分～19時00分

TEL 0265-72-2501
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 8763591 就業場所長野県安曇野市

不問 (1)10時00分～15時00分
(2)10時00分～19時00分

TEL 0265-72-2501
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 8765091 就業場所長野県安曇野市
普通自動車免許

不問

TEL 0265-73-5995
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 8663991 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1)14時00分～19時30分

TEL 0265-74-8000
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 8679391 就業場所

不問 (1) 8時30分～14時00分
(2)13時00分～17時00分

TEL 0265-71-1129 (3)17時00分～ 0時00分
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20060- 8615891 就業場所山梨県南都留郡富士河口湖町

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

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

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

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～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

又は10時30分～19時30
分の間の5時間以上

又は 8時30分～ 0時00
分の間の3時間以上

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00分～21時00
分の間の8時間程度

又は 9時00分～22時00
分の間の3時間以上

又は 9時00分～18時00
分の間の5時間以上

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,100

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）

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～1,130

円

衣料品の販売 時給

有限会社　赤石

長野県伊那市西春近２７０３
雇用・労
災・財形

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,000

円

又は 9時00分～22時00
分の間の4時間程度

菓子の製造補助と
ホール・パティシ
エ業務　☆急募

時給
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

ホール及び厨房ス
タッフ

時給
赤から（ザ・ミート株
式会社）

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪８
２９５－５

配達・調理 時給
株式会社黒河内（坂
本）

長野県伊那市富県４７６１

雇用・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00
分の間の6時間程度

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３４９２－１
７ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,000

円
又は10時00分～19時00
分の間の5時間以上

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 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

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,100

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

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

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

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

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３４９２－１
７ 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00
分の間の5時間以上

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３４９２－１
７ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 850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３４９２－１
７ 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３４９２－１
７ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,000

円
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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

不問 (1)16時00分～22時00分
(2)13時30分～22時00分

TEL 0265-73-6888
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20060- 8515691 就業場所長野県塩尻市
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-78-8115
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20060- 8519891 就業場所山口県岩国市

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2)10時00分～16時00分

TEL 0265-71-8022
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 8534791 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～12時00分
(2)13時00分～16時00分

TEL 0265-72-7285
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 8535891 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～12時00分
(2)13時00分～16時00分

TEL 0265-72-7285
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 8537591 就業場所長野県諏訪市

不問

TEL 0265-76-6100
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20060- 8460491 就業場所長野県駒ヶ根市

不問 (1) 9時00分～14時30分
(2) 9時00分～15時00分

TEL 0265-76-6100 (3) 9時00分～12時00分
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20060- 8461791 就業場所長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-76-6100
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 8463291 就業場所長野県駒ヶ根市

不問 (1) 9時00分～14時00分

TEL 0265-76-6100
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 8469991 就業場所長野県北安曇郡白馬村

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-76-6100
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 8472591 就業場所長野県北安曇郡白馬村

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-85-3034
（従業員数 29人 ）

パート労働者 20060- 8437891 就業場所

不問 (1)10時00分～13時00分

TEL 0265-78-5707
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 8406591 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1)16時00分～20時00分

TEL 0265-73-9702
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20060- 8428791 就業場所

不問 (1)15時00分～20時00分

TEL 0265-78-5707
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 8430191 就業場所長野県茅野市

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2)15時00分～22時00分

TEL 0265-88-4155
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060- 8370991 就業場所長野県上伊那郡飯島町

又は16時00分～22時00
分の間の1時間以上

又は 8時30分～17時30
分の間の4時間程度

又は 6時30分～21時00
分の間の5時間程度

調理補助 時給
お宿　陣屋（合同会社
天のなかがわ）

長野県上伊那郡中川村片桐５１
５７ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,000

円
又は 6時00分～22時00
分の間の3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

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～900円
又は15時00分～20時00
分の間の3時間

販売・接客（コン
ビニエンススト
ア）

時給 株式会社　さくら

（セブンイレブン東春
近車屋店）

長野県伊那市東春近５６－１

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～850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

被服縫製 時給

株式会社　カミイナ

長野県上伊那郡宮田村３４１８

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

848円～860円
又は 8時10分～17時10
分の間の5時間程度

清掃員（白馬東急
ホテル）

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 870円～1,000

円

軽作業員（白馬東
急ホテル）

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 870円～1,000

円

日常清掃（長野県
立こころの医療セ
ンター駒ヶ根）

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～848円

清掃要員　（駒ヶ
根高原リゾートリ
ンクス）

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～900円

駒ヶ根地区ホテル
日常清掃

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～848円
又は 9時00分～15時00
分の間の5時間程度

レンタル資材の洗
車

時給

フジヤ機工　株式会社

長野県上伊那郡南箕輪村神子柴
７４０８－１ 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40
分の間の3時間以上

レンタル資材の洗
車

時給

フジヤ機工　株式会社

長野県上伊那郡南箕輪村神子柴
７４０８－１ 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40
分の間の3時間以上

ホテル業務全般 時給
信州愛和の森ホテル
（ホテル愛和）

長野県伊那市西箕輪３８７０－
１ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

900円～950円

検査補助・清掃補
助スタッフ

時給

北山ラベス株式会社

長野県伊那市荒井３０５２－１

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 950円～1,200

円

個別指導講師 時給
信学会個別スクールＰ
ＡＳＳ伊那校

長野県伊那市境１０７１　
リブレビル１Ｆ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,800円～

2,000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
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不問 (1)17時00分～22時00分

TEL 0265-76-8080
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 8394091 就業場所

不問 (1)17時00分～22時00分

TEL 0265-76-8080
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 8395391 就業場所

不問 (1)11時00分～15時00分
(2)18時00分～22時00分

TEL 0265-88-4155 (3) 6時00分～ 9時00分
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060- 8280391 就業場所長野県上伊那郡飯島町

不問 (1) 9時00分～14時00分

TEL 0265-88-4155
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060- 8281691 就業場所長野県上伊那郡飯島町
普通自動車免許

不問 (1) 7時00分～16時30分

TEL 0265-76-6100
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 8294291 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 0265-81-6660
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 8302091 就業場所長野県駒ヶ根市

不問 (1)16時00分～21時00分
(2)17時00分～21時30分

TEL 0265-81-8401
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 8164891 就業場所長野県駒ヶ根市
交替制あり

不問 (1) 9時00分～13時30分
(2)13時30分～19時00分

TEL 0265-82-6611
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 8189891 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

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- 8262191 就業場所静岡県浜松市浜北区

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- 8263091 就業場所山梨県中巨摩郡昭和町
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～17時00分

TEL 0265-79-2204
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 8264391 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1)15時30分～18時30分

TEL 090-4395-9287
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 8132591 就業場所
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- 8151391 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

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- 8152691 就業場所長野県諏訪郡富士見町

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

850円～850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

850円～850円

採点業務 時給
公文式新子教室　池上
葉月

長野県伊那市日影４７８
新子公会堂 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～850円
又は14時00分～20時30
分の間の3時間以上

ガソリンスタンド
スタッフ

時給

株式会社伊勢良

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪６０４番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,000

円
又は 7時00分～20時00
分の間の7時間以上

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

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 950円～1,000

円
又は10時00分～21時00
分の間の6時間程度

整形外科診療ス
タッフ

時給
すずらんコンタクト有
限会社

長野県駒ヶ根市赤穂１４６２３
－３ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

930円～930円

厨房スタッフ 時給

合同会社　和処居

長野県駒ヶ根市赤穂１０８７１
－１ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,000

円
又は17時00分～22時00
分の間の4時間程度

調理補助・ホール
接待

時給

お食事処　すが野

長野県駒ヶ根市赤穂７５９－１
２６ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

848円～848円

廃棄物回収・分別
業務
　※急募

日給

株式会社ＢＩＳＯ

長野県伊那市東春近５４９－３

労災8,000円～
9,500円雇用期間の定めな

し 年齢不問 1,000円～
1,188円

清掃 時給
お宿　陣屋（合同会社
天のなかがわ）

長野県上伊那郡中川村片桐５１
５７ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～900円

接客業務 時給
お宿　陣屋（合同会社
天のなかがわ）

長野県上伊那郡中川村片桐５１
５７ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 870円～1,000

円
又は 6時00分～22時00
分の間の3時間以上

ウエイター、ウエ
イトレス

時給

有限会社　鍋辰

長野県伊那市中央４８１９－３
０ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

880円～900円

調理場手伝い 時給

有限会社　鍋辰

長野県伊那市中央４８１９－３
０ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

880円～900円


