
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

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

850円～1,000円

TEL 0265-82-5085（従業員数 8人 ）
パート労働者 20060-10418491 就業場所

時給
不問 (1)15時00分～19時20分

850円～850円

TEL 0265-77-0222（従業員数 27人 ）
パート労働者 20060-10420591 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～12時15分

850円～880円

TEL 0265-86-7715（従業員数 35人 ）
パート労働者 20060-10435791 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～15時15分

850円～850円

TEL 0265-79-3111（従業員数 150人 ）
パート労働者 20060-10403291 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

時給
不問 (1)7時30分～12時30分

860円～1,000円 (2)16時30分～19時30分

TEL 0265-98-6451（従業員数 7人 ）
パート労働者 20060-10372291 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

860円～860円

TEL 0265-79-8154（従業員数 66人 ）
パート労働者 20060-10377691 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

時給
不問 (1)13時00分～19時00分

860円～900円 (2)8時40分～17時00分

TEL 0265-72-2013（従業員数 7人 ）
パート労働者 20060-10379491 就業場所 長野県伊那市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

848円～848円

TEL 0265-85-2339（従業員数 15人 ）
パート労働者 20060-10383091 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～13時00分

850円～1,000円 (2)13時00分～17時00分
(3)14時00分～18時00分

TEL 0265-81-0104（従業員数 31人 ）
パート労働者 20060-10392391 就業場所 長野県駒ヶ根市

時給
不問 (1)6時00分～11時00分

848円～848円

TEL 0265-94-2200（従業員数 35人 ）
パート労働者 20060-10394991 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

900円～1,050円 (2)16時00分～21時00分

TEL 0265-79-1411（従業員数 108人 ）
パート労働者 20060-10352691 就業場所

時給
不問 (1)6時00分～8時00分

850円～850円

TEL 0265-78-5707（従業員数 3人 ）
パート労働者 20060-10308191 就業場所 長野県伊那市

時給
不問

900円～1,200円

TEL 0266-44-1070（従業員数 8人 ）
パート労働者 20060-10317091 就業場所

時給
不問 (1)9時20分～16時10分

850円～850円

TEL 0265-86-4886（従業員数 23人 ）
パート労働者 20060-10255391 就業場所

時給

不問 (1)11時00分～14時00分
880円～900円

TEL 0265-78-5826（従業員数 2人 ）
パート労働者 20060-10267791 就業場所

長野県伊那市美篶９１５１－３

長野県上伊那郡辰野町大字辰野１６５４－
４

長野県上伊那郡飯島町飯島２１６９－１５

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪９０２５

長野県上伊那郡宮田村６１１０

長野県駒ヶ根市中央１６－１９

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０８０
０－１１

長野県伊那市荒井　１１

長野県上伊那郡飯島町飯島２３１７－１

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０２９
８

長野県伊那市上牧６６０１番地

接客係 食事処　みぶ川　中村
洋二郎

労災

雇用期間の定めなし 不問

ゴルフボール集球作
業

ジャーナル商事株式会
社　伊那支店

労災

雇用期間の定めなし 不問

長野県伊那市中央５４７７

検査員 株式会社　三和セイデ
ン

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし 不問

検査・梱包 タクマン電子株式会社 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし 不問

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

お惣菜の調理及び販
売

惣菜全般担当 イオンリテール株式会
社　イオン箕輪店

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

長野県駒ヶ根市東町３－１２

伊那市高遠町勝間　２１７

給食調理員 箕輪町役場 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職員 株式会社　一期会 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

レジ 株式会社岡谷生鮮市場
伊那支店

労災

雇用期間の定めなし 不問

雇用・労
災・健康・
厚生

所在地・就業場所

一般事務 有限会社　恵比寿産業

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

長野県駒ヶ根市赤穂　１４－６７２

株式会社　ゼストクッ
ク　Ａコープこまがね
店

労災

菓子販売 有限会社　石川 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

磁気応用センサ製造 株式会社　マコメ研究
所

雇用・労
災・健康・
厚生

バリ取り・ネジはず
し・ネジ入・検査・
梱包　作業員

有限会社　近藤鉄工 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

レジ担当 株式会社マルトシ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

客室係及び料飲 伊那市観光株式会社
高遠さくらホテル

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
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時給
不問 (1)10時00分～15時00分

850円～900円

TEL 0265-76-8863（従業員数 3人 ）
パート労働者 20060-10235591 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

848円～848円

TEL 0265-81-6889（従業員数 24人 ）
パート労働者 20060-10243291 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

994円～1,033円

TEL 0265-78-4111（従業員数 72人 ）
パート労働者 20060-10204391 就業場所 長野県伊那市

時給
不問 (1)17時00分～23時00分

1,000円～1,200円 (2)18時00分～21時00分

TEL 0265-95-3758（従業員数 4人 ）
パート労働者 20060-10223491 就業場所

時給
不問 (1)9時45分～13時45分

870円～870円 (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 20060-10226291 就業場所 長野県伊那市

時給
不問 (1)16時00分～21時00分

870円～910円 (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 20060-10167091 就業場所 長野県伊那市

時給
不問 (1)6時00分～9時00分

920円～960円 (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 20060-10169691 就業場所

日給
不問 (1)8時00分～10時00分

848円～850円

TEL 0265-76-6100（従業員数 3人 ）
パート労働者 20060-10177391 就業場所 長野県駒ヶ根市

時給
不問 (1)7時45分～9時45分

850円～900円

TEL 0265-98-0380（従業員数 10人 ）
パート労働者 20060-10197791 就業場所 長野県駒ヶ根市

時給
不問 (1)9時00分～14時00分

850円～900円 (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 20060-10131591 就業場所

時給
不問

848円～848円

TEL 0266-41-3821（従業員数 45人 ）
パート労働者 20060-10132191 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

時給
不問 (1)6時00分～9時30分

950円～1,050円 (2)16時00分～21時00分

TEL 0265-96-7751（従業員数 3人 ）
パート労働者 20060-10138791 就業場所 長野県伊那市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

900円～900円

TEL 0265-72-3129（従業員数 23人 ）
パート労働者 20060-10142391 就業場所 長野県伊那市

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

860円～860円

TEL 0265-70-7770（従業員数 48人 ）
パート労働者 20060-10065491 就業場所

時給

不問 (1)9時00分～15時00分
892円～892円 (2)9時00分～15時45分

TEL 0265-86-3175（従業員数 120人 ）
パート労働者 20060-10085591 就業場所 長野県上伊那郡飯島町

長野県上伊那郡飯島町飯島７３９

長野県伊那市西町５７１０－１１
弥生ビレッジ梅１０１

長野県伊那市横山１０９５５－１

長野県上伊那郡辰野町大字辰野２０１７

長野県上伊那郡辰野町中央２６

長野県伊那市東春近５４９－３

長野県上伊那郡宮田村６８６１－１

長野県伊那市高遠町小原６５７－１

長野県伊那市西町５０１５－１

長野県伊那市境１９６９－１

長野県伊那市下新田３０５０番地

長野県上伊那郡南箕輪村７２３３－１

長野県駒ヶ根市赤穂６４３０

金属加工の補助業務 株式会社　ナンシン 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

小物商品の仕分作業 ジャパンロジスティッ
クス株式会社　伊那物
流センター

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

長野県上伊那郡箕輪町大字福与字福原３５
５－１

軽作業 株式会社小松総合印刷
所

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

コンビニエンス業務
全般

セブンイレブン伊那西
町店（有限会社　有賀
商店）

労災

雇用期間の定めなし 不問

コンビニ業務全般 セブンイレブン高遠小
原店（有限会社　有賀
商店）

労災

雇用期間の定めなし 不問

ファッション衣料販
売

株式会社しまむら　ア
べイル伊那店

労災

雇用期間の定めなし 不問

グループホーム支援
員

ＮＰＯ法人　樹（き） 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし 不問

レジ担当 株式会社デリシア　デ
リシア辰野店

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

接客・調理補助 有限会社　小坂鯉店 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

清掃 有限会社　イグチ美装 労災

雇用期間の定めなし 不問

館内清掃（露天こぶ
しの湯）

株式会社ＢＩＳＯ 労災

雇用期間の定めなし 不問

飲食店のホールス
タッフ

株式会社はしば 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

長野県伊那市坂下３３１２番地１

学校給食技師（学校
教育課）

伊那市役所 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

空気圧機器部品の仕
上げ

シセイ工業　株式会社 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調理補助・接客 株式会社　口福商店 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問
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時給
不問 (1)7時00分～11時00分

848円～848円

TEL 0265-85-3078（従業員数 8人 ）
パート労働者 20060-10103991 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

850円～1,000円 (2)9時00分～16時00分

TEL 0265-73-6200（従業員数 8人 ）
パート労働者 20060-10106891 就業場所 長野県伊那市

時給
不問 (1)10時00分～14時00分

850円～850円

TEL 0265-72-2915（従業員数 28人 ）
パート労働者 20060-10110691 就業場所 長野県伊那市

時給
不問 (1)10時00分～15時00分

950円～1,050円 (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 20060-10119391 就業場所 長野県伊那市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

900円～900円

TEL 0265-72-3617（従業員数 53人 ）
パート労働者 20060-10029191 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

930円～930円

TEL 0265-74-1450（従業員数 80人 ）
パート労働者 20060-10036591 就業場所 長野県伊那市

時給
不問 (1)13時00分～21時00分

870円～870円

TEL 0265-82-7735（従業員数 67人 ）
パート労働者 20060-10040791 就業場所

時給
不問 (1)8時25分～15時00分

850円～1,000円 (2)8時40分～15時00分
(3)8時55分～15時35分

TEL 0265-83-0217（従業員数 47人 ）
パート労働者 20060-10041891 就業場所 長野県駒ヶ根市

時給
不問 (1)17時00分～21時00分

1,200円～1,200円

TEL 0265-74-7744（従業員数 4人 ）
パート労働者 20060-10002591 就業場所

時給
不問 (1)8時10分～12時00分

850円～900円 (2)9時00分～15時15分
(3)12時45分～17時05分

TEL 0265-82-2323（従業員数 35人 ）
パート労働者 20060-10006691 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～12時00分

850円～850円

TEL 0265-72-3168（従業員数 11人 ）
パート労働者 20060-10018891 就業場所

時給
不問 (1)5時00分～9時30分

900円～1,000円

TEL 0265-72-5730（従業員数 65人 ）
パート労働者 20060-10024491 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～13時00分

900円～1,100円

TEL 0265-71-7328（従業員数 20人 ）
パート労働者 20060-10027291 就業場所 長野県伊那市

時給
不問 (1)8時30分～18時00分

1,050円～1,050円

TEL 0265-79-0012（従業員数 250人 ）
パート労働者 20060- 9958591 就業場所 拠出

時給

不問 (1)16時00分～19時00分
848円～848円

TEL 0266-41-3821（従業員数 45人 ）
パート労働者 20060- 9970791 就業場所 長野県上伊那郡辰野町

販売員（青果） 株式会社デリシア　デ
リシア辰野店

長野県上伊那郡辰野町中央２６ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

購買課業務 株式会社　キョウデン 長野県上伊那郡箕輪町三日町４８２－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

介護職（美篶） 株式会社　ウェルケア 長野県伊那市東春近７７３４－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

お弁当の盛り付け 有限会社　マリンフー
ズグループ

長野県上伊那郡南箕輪村塩の井４０７－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

掃除他 合名会社　だるま 伊那市荒井３３８６番地 労災

雇用期間の定めなし 不問

上伊那郡南箕輪村三本木原　　　８３０４
－２２３

食品の加工 日精技研　株式会社 長野県駒ヶ根市赤穂６３３０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

長野県駒ヶ根市赤穂経塚８－１８

長野県伊那市美篶８２６８番地１０００

長野県伊那市中央４４９８－６

長野県上伊那郡南箕輪村中ノ原９５９５－
１

長野県伊那市高遠町西高遠１００２

長野県伊那市上牧清水町６６０８

長野県上伊那郡宮田村１０３７番地１

ホールスタッフ 海華丸　小松　希代子 労災

雇用期間の定めなし 不問

検査 有限会社　酒井製作所 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

販売員（レジ） 株式会社デリシア　デ
リシア駒ヶ根店

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

長野県駒ヶ根市下市場１１－１１

修理受付窓口 ロジテックＩＮＡソ
リューションズ　株式
会社

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務員 東海西濃運輸株式会社
伊那支店

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

接客及び調理補助 こやぶ　伊藤祐一 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

ケーキ・菓子の販
売、接客サービス

株式会社　菓匠Ｓｈｉ
ｍｉｚｕ

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

磁気センサー組立・
検査

有限会社開拓精工 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

仕分け作業 エフォート　関成男 労災

雇用期間の定めなし 不問



年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ 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2月 

（2月版） 本誌は令和元年12月に求人が提出された、                 

経験不問で運転免許以外の資格が不問の パート 求人一覧です。 

○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/ 

日給
不問 (1)7時50分～16時20分

890円～890円

TEL 0265-72-2104（従業員数 106人 ）
パート労働者 20060- 9920491 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村

時給
不問 (1)17時00分～20時00分

900円～900円

TEL 0265-94-2127（従業員数 5人 ）
パート労働者 20060- 9926091 就業場所 長野県駒ヶ根市

時給
不問 (1)8時00分～14時00分

950円～1,000円 (2)9時00分～15時00分
(3)10時00分～16時00分

TEL 0265-85-4111（従業員数 5人 ）
パート労働者 20060- 9927391 就業場所 長野県上伊那郡宮田村

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

900円～1,100円

TEL 0265-76-2020（従業員数 4人 ）
パート労働者 20060- 9930891 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

900円～900円

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

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

850円～850円

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

時給
不問 (1)7時00分～13時00分

900円～900円 (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

時給 交替制あり
不問 (1)7時30分～9時30分

958円～958円 (2)11時00分～14時00分
(3)17時15分～20時15分

TEL 0265-81-6501（従業員数 177人 ）
パート労働者 20060- 9831491 就業場所

時給
不問 (1)15時30分～20時30分

850円～900円 (2)5時30分～14時30分
(3)5時30分～12時00分

TEL 0265-71-8566（従業員数 20人 ）
パート労働者 20060- 9853191 就業場所 長野県伊那市

時給
不問 (1)6時00分～8時00分

850円～950円

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

時給
不問 (1)7時00分～10時00分

848円～848円 (2)7時30分～10時00分
(3)8時00分～10時00分

TEL 0265-76-6100（従業員数 3人 ）
パート労働者 20060- 9762791 就業場所 長野県伊那市

時給
不問 (1)18時00分～22時00分

900円～900円 (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

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

900円～1,000円 (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

時給
不問 (1)9時30分～18時30分

848円～848円

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

時給

不問 (1)9時00分～15時00分
850円～850円

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

倉庫内出荷作業 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５５５３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

喫茶での調理・接客
（アルバイト）

株式会社　信州里の菓
工房

長野県上伊那郡飯島町七久保２５１３－２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

医療アシスタント 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 不問

ゴルフ練習場受付 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）

不問

清掃要員（みはらし
の湯）

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 不問

調理 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 不問

調理員（老人ホー
ム）

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 不問

生活支援パート 社会福祉法人　長野県
社会福祉事業団　西駒
郷

長野県駒ヶ根市下平２９０１－７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

フロント業務全般 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 不問

客室清掃 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８２９３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

施設係 しだれ栗森林公園 長野県上伊那郡辰野町大字小野５９８３－
１

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

児童発達支援員 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１６３４ー３４９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

ゴミ選別作業 株式会社イナック 長野県上伊那郡宮田村５３３９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

菓子販売 合資会社　赤羽菓子店 長野県伊那市高遠町西高遠１６９０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

調理員 南箕輪村役場 長野県上伊那郡南箕輪村４８２５番地１ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問


