
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) 8時30分～16時30分

TEL 0265-70-7908
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20060- 9857991 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時15分

TEL 0266-46-3774
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 9860591 就業場所長野県上伊那郡辰野町
普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-98-7796
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 9861191 就業場所
フォークリフト

不問 (1) 9時00分～15時15分 準中型自動車免
(2) 8時10分～12時00分

TEL 0265-82-2323 (3)12時40分～17時05分
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 9863391 就業場所長野県駒ヶ根市
二級建築士

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

TEL 0265-81-6060
（従業員数 34人 ）

パート労働者 20060- 9870091 就業場所長野県駒ヶ根市
二級建築士

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

TEL 0265-81-6060
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20060- 9873991 就業場所長野県伊那市
二級建築士

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

TEL 0265-81-6060
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 9874491 就業場所長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-71-4411
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20060- 9883791 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村

18歳以上 (1)22時00分～ 8時00分

TEL 0265-71-4411
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20060- 9884891 就業場所
交替制あり

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 30人 ）

無期派遣パート 20060- 9886591 就業場所長野県上伊那郡箕輪町
臨床検査技師

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-82-2121
（従業員数 512人 ）

パート労働者 20060- 9889391 就業場所

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- 9898991 就業場所

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

TEL 0265-71-1714
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 9903491 就業場所

不問 (1) 7時00分～13時00分
(2)16時00分～22時00分

TEL 0265-72-2277
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20060- 9905891 就業場所

不問 (1) 6時00分～10時00分

TEL 0265-83-1141
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 9907591 就業場所

又は 8時30分～17時00
分の間の5時間以上

又は 8時30分～17時00
分の間の5時間以上

又は 6時00分～20時00
分の間の5時間程度

所在地・就業場所

製造・検査・梱包 時給
大丸化学産業株式
会社　長野工場

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１６１９２－５ 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

商品運搬、梱包業務 時給
日精技研　株式会
社

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～950円

施設係 時給

しだれ栗森林公園
雇用・労災・
健康・厚生

ミヤコ商会株式会
社

長野県伊那市御園９４－７番地
雇用・労災・
健康・厚生9,000円～

11,000円雇用期間の定めなし
年齢不問 1,200円～1,466

円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

900円～900円

土木作業員 日給

建築設計（伊那支
店）

時給

株式会社ヤマウラ
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 1,250円～1,350

円

建築設計（駒ヶ根支
店）

時給

株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町２２－１
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 1,250円～1,350

円

又は 8時30分～17時00
分の間の5時間以上

長野県駒ヶ根市北町２２－１

長野県上伊那郡辰野町大字小野
５９８３－１

長野県駒ヶ根市赤穂６３３０

客室清掃 時給 ホテルルートイン
伊那インター
（ルートインジャ
パン株式会社）

長野県上伊那郡南箕輪村８２９
３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

850円～850円

建築設計（辰野支
店）

時給

株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町２２－１
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 1,250円～1,350

円

臨床検査技師 時給

昭和伊南総合病院

長野県駒ヶ根市赤穂３２３０
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 1,149円～1,149

円

フロント 時給 ホテルルートイン
伊那インター
（ルートインジャ
パン株式会社）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号

900円～1,062円

基板製造及び検査機
オペレータ・検査
データ等の管理業務

時給
セントラルソーシ
ング　株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問

950円～950円

長野県上伊那郡南箕輪村８２９
３－１

販売　≪急募≫ 時給
株式会社しまむら
アベイル箕輪店

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
省令１号 1,060円～1,060

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

長野県上伊那郡箕輪町大字三日
町８９１－１

宴会ホールサービス 時給 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

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～850円

フロント業務全般 時給 ファインデイズホ
テル（有限会社
赤玉）

長野県伊那市山寺１８７１－４

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～900円
又は 7時00分～22時00
分の間の8時間

℡ 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12月9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（11／29～12／5) ○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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不問 (1) 8時30分～14時30分
(2) 9時30分～15時30分

TEL 0265-79-9981
（従業員数 24人 ）

パート労働者 20060- 9911491 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-76-1734
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 9914291 就業場所長野県伊那市
交替制あり

不問 (1) 9時00分～18時00分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 0265-76-2020
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 9827591 就業場所長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許

不問

TEL 0265-72-5858
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 9830991 就業場所長野県伊那市
交替制あり

不問 (1) 7時30分～ 9時30分
(2)11時00分～14時00分

TEL 0265-81-6501 (3)17時15分～20時15分
（従業員数 177人 ）

パート労働者 20060- 9831491 就業場所
介護支援専門員

不問

TEL 0265-71-8566
（従業員数 24人 ）

パート労働者 20060- 9852591 就業場所長野県伊那市

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- 9853191 就業場所長野県伊那市
フォークリフト

不問 (1) 8時10分～16時00分 普通自動車免許

TEL 0265-82-2323
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 9731591 就業場所
変形（１年単位） 準中型自動車免

18歳以上 (1) 4時00分～ 9時00分

TEL 0265-70-8189
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 9732191 就業場所
交替制あり 介護職員初任者

不問 (1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

TEL 0266-41-0163 (3) 9時00分～18時00分
（従業員数 23人 ）

パート労働者 20060- 9742391 就業場所長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 6時00分～ 8時00分

TEL 0265-72-2072
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20060- 9745491 就業場所長野県伊那市
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- 9746791 就業場所
普通自動車免許

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- 9747891 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

TEL 0265-72-2072
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20060- 9748291 就業場所長野県伊那市

不問

TEL 0265-82-8511
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20060- 9760991 就業場所

9時00分～17時00分の
間の5時間以上

8時30分～17時30分の
間の7時間以上

6時00分～22時00分の
間の7時間程度

又は 8時30分～17時30
分の間の8時間

購買事務 時給
株式会社　ジー
シーエル

長野県上伊那郡南箕輪村８２９
４－２ 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

製造・検査 時給
株式会社　パル
コート

長野県上伊那郡箕輪町大字三日
町１０８１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円
又は 8時30分～17時00
分の間の5時間程度

薬局における補助業
務

時給
一般社団法人　上
伊那薬剤師会

長野県伊那市日影９
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

児童指導員 時給 社会福祉法人　ふ
れあい（みなみみ
のわ　ふれあいの
里）

長野県上伊那郡南箕輪村１６３
４番地３４９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,100円

計画作成担当者（ケ
アマネ）兼介護士

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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
年齢不問 1,000円～1,200

円

生活支援パート 時給 社会福祉法人　長
野県社会福祉事業
団　西駒郷

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

958円～958円

長野県駒ヶ根市下平２９０１－
７

原料の入出庫作業 時給
日精技研　株式会
社

長野県駒ヶ根市赤穂６３３０
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

850円～950円

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

850円～900円

介護職員 時給
医療法人長生会土
屋医院

長野県上伊那郡辰野町大字辰野
１６９５ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問 1,050円～1,100
円

２ｔ乗務員（ＰＧ
車）

時給
株式会社マルトク
伊那営業所

上伊那郡箕輪町大字中箕輪１４
６１３－５６ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

省令２号 1,100円～1,100
円

看護師 時給
株式会社　ふれ愛
センターつどい

伊那市御園１４０７番地１
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

調理 時給
株式会社　ふれ愛
センターつどい

伊那市御園１４０７番地１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～950円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 1,100円～1,400

円

訪問看護 時給
株式会社　ふれ愛
センターつどい

伊那市御園１４０７番地１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 1,300円～1,500

円

介護職員（夜勤業
務）

時給
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

調理スタッフ（駒ヶ
根高原リゾートリン
クス）

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 労災
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ハローワーク伊那（伊那公共職業安定所） 

    発行日 令和元年12月9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（11／29～12／5) ○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) 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- 9762791 就業場所長野県伊那市

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- 9770491 就業場所長野県上伊那郡飯島町

18歳以上 (1)18時00分～23時00分

TEL 0265-79-1022
（従業員数 24人 ）

パート労働者 20060- 9771791 就業場所

不問 (1)18時00分～22時00分
(2) 8時30分～13時30分

TEL 0265-72-3191
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 9773291 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2) 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- 9777391 就業場所
保育士

不問 (1) 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- 9778691 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- 9787991 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0265-89-1011
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20060- 9796491 就業場所

不問 (1) 9時30分～18時30分

TEL 0265-86-8730
（従業員数 34人 ）

パート労働者 20060- 9797791 就業場所長野県上伊那郡飯島町
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～14時00分
(2)10時00分～15時00分

TEL 0265-79-2079
（従業員数 31人 ）

パート労働者 20060- 9803091 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-74-7011
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 9808791 就業場所長野県伊那市
普通自動車免許

不問 (1) 7時00分～ 9時00分
(2)16時00分～20時30分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20060- 9815491 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0265-73-5707
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060- 9818291 就業場所

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- 9819591 就業場所
保育士

不問 (1)14時00分～18時00分 社会福祉士
小学校教諭免許

TEL 0265-73-5707
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 9820391 就業場所長野県伊那市

長野県伊那市東春近５４９－３

長野県上伊那郡飯島町田切６８
１番地

又は 9時00分～15時00
分の間の5時間程度

又は 8時30分～17時30
分の間の6時間程度

又は 8時30分～17時30
分の間の8時間程度

チェッカー業務 時給
合同会社　西友箕
輪店

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪８００８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 省令２号

900円～900円

軽作業 時給
有限会社　伊那火
工　堀内煙火店

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

清掃要員（みはらし
の湯）

時給

株式会社ＢＩＳＯ
労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

848円～848円

医療アシスタント 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

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,000円

ゴルフ練習場受付 時給

宮下建設株式会社

長野県伊那市上牧６４７４

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

900円～900円

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 1,300円～1,300

円

保育士 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～1,100円

喫茶での調理・接客
（アルバイト）

時給
株式会社　信州里
の菓工房

長野県上伊那郡飯島町七久保２
５１３－２ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

848円～848円

検査員 時給
株式会社　オー
イーエス

長野県上伊那郡飯島町七久保２
６００－１ 雇用・労災・

健康・厚生
雇用期間の定めなし

年齢不問
900円～1,200円

倉庫内出荷作業 時給 セイノースーパー
エクスプレス株式
会社　伊那航空営
業所

長野県上伊那郡南箕輪村５５５
３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

850円～850円
又は10時30分～17時30
分の間の6時間程度

配達スタッフ（伊北
営業所）

時給
株式会社　マル
エー

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１４４２－１ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 1,000円～1,200

円

介護員
（デイサービス）

時給 株式会社　支援ア
ガピア

長野県伊那市富県７６５８－１

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

900円～1,200円

送迎運転手　≪急募
≫

時給
セントラルソーシ
ング　株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１

労災

日雇
年齢不問

900円～1,000円

学童の放課後デイ
サービス

時給 株式会社　支援ア
ガピア

長野県伊那市富県７６５８－１

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 1,200円～1,200

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
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℡ 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12月9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（11／29～12／5) ○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/ 

普通自動車免許
不問 (1) 6時00分～ 9時30分

TEL 0265-82-3828
（従業員数 68人 ）

パート労働者 20060- 9700091 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- 9701391 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-83-2111
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20060- 9703991 就業場所

不問 (1) 9時00分～16時00分
(2)12時30分～19時30分

TEL 0265-72-1331
（従業員数 135人 ）

パート労働者 20060- 9710691 就業場所 厚生年金基金

不問 (1) 8時30分～12時30分
(2)16時30分～20時15分

TEL 0265-72-1331
（従業員数 135人 ）

パート労働者 20060- 9711991 就業場所

不問 (1)12時30分～20時15分
(2) 8時30分～16時15分

TEL 0265-72-1331
（従業員数 135人 ）

パート労働者 20060- 9712491 就業場所 厚生年金基金

不問 (1) 9時30分～18時30分
(2) 9時00分～16時00分

TEL 0265-72-2613
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20060- 9720791 就業場所
普通自動車免許

不問 (1)10時00分～15時00分
(2)12時00分～20時00分

TEL 0265-81-7722 (3)17時00分～22時00分
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20060- 9724191 就業場所長野県駒ヶ根市
普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～12時00分

TEL 0265-73-8320
（従業員数 97人 ）

パート労働者 20060- 9680991 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村

不問 (1)14時00分～18時00分

TEL 0265-72-2418
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 9683891 就業場所
看護師

不問 (1) 8時30分～12時30分 准看護師
(2)14時15分～18時00分

TEL 0265-77-0582
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 9685591 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- 9688391 就業場所
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～16時00分 普通自動車免許

TEL 0265-77-1303
（従業員数 157人 ）

パート労働者 20060- 9689691 就業場所

又は 9時00分～17時30
分の間の3時間以上

又は10時00分～22時00
分の間の6時間程度

又は 9時00分～18時30
分の間の6時間以上

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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問 1,000円～1,000

円

厨房手伝い（朝食） 時給
株式会社　駒ヶ根
自動車学校

長野県駒ヶ根市赤穂１６３９８
番地 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 年齢不問

900円～900円

サービスカウンター 時給
ユニー株式会社ア
ピタ伊那店

長野県伊那市西町５１８２番地
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

880円～1,080円
又は 9時00分～20時00
分の間の6時間程度

一般事務（上下水道
課の事務補助）

時給

駒ヶ根市役所

長野県駒ヶ根市赤須町２０番１
号 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

848円～848円

食品レジ 時給
ユニー株式会社ア
ピタ伊那店

長野県伊那市西町５１８２番地
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

880円～1,080円

食品レジ 時給
ユニー株式会社ア
ピタ伊那店

長野県伊那市西町５１８２番地
１ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 年齢不問

880円～1,080円

レストランでの厨房
及び
接客スタッフ

時給
南信州ビール株式
会社

長野県駒ヶ根市赤穂７５９番地
４４７ 労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

850円～1,000円

菓子製造 時給
株式会社　ダンヅ
カ

長野県上伊那郡南箕輪村６２０
９ 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

860円～860円

歯科補助（準備・片
付け）

時給

宮下歯科医院

長野県伊那市荒井３４４８－７

労災

雇用期間の定めなし
年齢不問

950円～950円

軽荷物運転手　《急
募》

時給
株式会社　中央高
速運輸

長野県伊那市西春近５８４８－
２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
年齢不問 1,200円～1,200

円

開梱作業 時給
ケイティケイ株式
会社　駒ヶ根工場

長野県駒ヶ根市下平２９２－１
０ 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

正看護師または准看
護師

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 1,300円～1,500

円

臨時事務補佐員（広
報業務）

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


