
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)6時00分～9時00分

(2)13時00分～17時00分
TEL 0265-73-7322 (3)17時00分～22時00分

（従業員数 20人 ）
パート労働者 20060- 1508401 就業場所長野県伊那市

時給
不問 (1)9時00分～12時00分

(2)13時00分～15時00分
TEL 0265-96-7160

（従業員数 2人 ）
パート労働者 20060- 1519201 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

時給
不問 (1)17時00分～0時00分

TEL 0265-98-7380
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 1527801 就業場所
時給

不問

TEL 0265-85-2871
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20060- 1538001 就業場所長野県上伊那郡宮田村
時給

不問 (1)9時00分～17時00分

TEL 0265-72-2813
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 1539301 就業場所長野県伊那市
時給

不問 (1)5時00分～8時30分

TEL 0265-73-8600
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20060- 1552201 就業場所
時給

不問 (1)9時00分～18時00分

TEL 0265-72-2613
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20060- 1466001 就業場所
時給

不問 (1)9時10分～15時00分

TEL 0265-98-0377
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 1478101 就業場所
時給

不問 (1)13時00分～19時00分

TEL 0265-71-6601
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20060- 1483301 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村
時給

不問 (1)7時30分～14時30分

TEL 0265-71-6601
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20060- 1486101 就業場所
時給

不問 (1)8時30分～15時15分

TEL 0265-72-5281
（従業員数 65人 ）

パート労働者 20060- 1503001 就業場所
時給

不問

TEL 0265-83-2929
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 1456201 就業場所
時給

不問 (1)15時00分～20時00分
(2)13時15分～22時00分

TEL 0265-83-3528
（従業員数 102人 ）

パート労働者 20060- 1462701 就業場所
時給

不問 (1)11時30分～15時30分

TEL 0265-82-7100
（従業員数 90人 ）

パート労働者 20060- 1465501 就業場所
時給

不問 (1)9時00分～16時00分
(2)9時00分～17時00分

TEL 090-4180-7939 (3)8時30分～16時00分
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 1405201 就業場所

信州トマト工房株式会
社

不問 又は9時00分～17時00分
の間の3時間以上

日本郵便株式会社郵便
事業総本部　駒ヶ根郵
便局

不問

長野県駒ヶ根市下平５３８１
日進乳業株式会社　ア
ルプス工場

不問

長野県上伊那農業高等
学校

不問

長野県駒ヶ根市飯坂１－３４－１９
株式会社　儀礼セン
ター

不問 又は8時00分～18時00分
の間の7時間程度

株式会社デリシア　デ
リシア伊那インター店

不問

長野県上伊那郡南箕輪村御子柴８３０
４－２６５株式会社デリシア　デ

リシア伊那インター店

不問

株式会社　ダンヅカ

不問

長野県伊那市西春近５２７３－２
たきざわ製作所

不問

有限会社　伊那塗装

不問

長野県伊那市西箕輪７０６２－３
株式会社ライブ（ハ
ローランチ伊那店）

不問

居酒家だもの

不問 又は17時00分～0時00分
の間の3時間以上

長野県上伊那郡宮田村６０３１－１
パブリックレコード株
式会社

不問 又は8時30分～17時15分
の間の5時間程度

セブンイレブン伊那中
央店

不問

長野県上伊那郡箕輪町大字東箕輪７１
５－３株式会社アブロード

不問

トマトの栽培・管
理・選別・梱包（施
設ハウス）

労災

雇用期間の定めなし
850円～1,000

円

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪長田
１９８９

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 860円～860円

弁当の盛付作業

４時間製造スタッフ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 900円～900円

長野県上伊那郡南箕輪村６２０９

長野県上伊那郡南箕輪村御子柴８３０
４－２６５

長野県上伊那郡南箕輪村９１１０

長野県駒ヶ根市中央１３－１３

精密部品塗装の検
査・梱包、　塗装

雇用・労災

雇用期間の定めなし
848円～1,000

円

長野県伊那市下新田２９６１

アナログレコードマ
スター盤の製造

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 850円～850円

ホールスタッフ 労災

雇用期間の定めなし
1,000円～
1,500円

長野県伊那市坂下３２０１－１

農産物加工（人参の
皮むき）

労災

雇用期間の定めなし

850円～850円 又は9時00分～17時00分
の間の2時間以上

雇用・労災

850円～1,150
円

所在地・就業場所

接客業

雇用期間の定めなし

長野県伊那市中央４５１５－１

労災・財形

製造 雇用・労災

雇用期間の定めなし
900円～1,000

円

雇用期間の定めなし
1,000円～
1,000円

事務 雇用・労
災・健康・
厚生

レジ担当 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 870円～870円 又は8時30分～17時00分

の間の7時間程度
販売員（惣菜） 雇用・労

災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 900円～900円

（障）チャレンジ雇
用職員

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 932円～932円

葬儀スタッフ（お給
仕）

労災

雇用期間の定めなし

850円～900円

郵便物区分　他 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 870円～870円
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時給
不問 (1)8時00分～14時00分

(2)9時00分～15時00分
TEL 0265-85-4111 (3)10時00分～16時00分

（従業員数 5人 ）
パート労働者 20060- 1408301 就業場所長野県上伊那郡宮田村

時給
不問 (1)10時30分～17時30分

TEL 0265-85-4615
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 1412801 就業場所
時給

不問 (1)13時30分～17時30分
(2)9時00分～14時30分

TEL 0265-86-6050
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 1389301 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
(2)17時00分～22時00分

TEL 0265-74-5839 (3)22時00分～5時30分
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 1392701 就業場所
時給

不問 (1)8時10分～12時20分

TEL 0265-82-3390
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 1345001 就業場所長野県駒ヶ根市
時給

不問 (1)8時30分～14時30分

TEL 0265-82-3390
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 1346301 就業場所長野県駒ヶ根市
時給 交替制あり

不問 (1)9時30分～16時30分

TEL 0265-76-2111
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20060- 1364901 就業場所長野県伊那市
時給

不問 (1)11時30分～15時30分

TEL 0265-81-5538
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 1307901 就業場所
時給

不問 (1)9時00分～14時00分

TEL 0265-98-6674
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20060- 1310201 就業場所長野県伊那市
時給

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 25人 ）

パート労働者 20060- 1312001 就業場所長野県伊那市
時給

不問 (1)6時00分～11時00分
(2)17時00分～22時00分

TEL 0265-82-8511 (3)10時00分～18時30分
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20060- 1293901 就業場所長野県駒ヶ根市
時給

不問

TEL 0265-78-0885
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 1259601 就業場所
時給 交替制あり

不問 (1)7時30分～10時30分

TEL 0265-76-2111
（従業員数 75人 ）

パート労働者 20060- 1269101 就業場所長野県伊那市
時給 交替制あり

不問 (1)8時00分～12時00分

TEL 0265-76-2111
（従業員数 75人 ）

パート労働者 20060- 1270801 就業場所長野県伊那市
時給 交替制あり

不問 (1)8時00分～12時00分
(2)8時00分～15時00分

TEL 0265-76-2111
（従業員数 75人 ）

パート労働者 20060- 1271201 就業場所長野県伊那市

株式会社ニシザワ

不問

長野県伊那市日影４３５－１
株式会社ニシザワ

不問

和泉屋農園　清水忠雄

不問 又は7時00分～17時00分
の間の4時間以上

長野県伊那市日影４３５－１
株式会社ニシザワ

不問

株式会社　ハッピーク
ローバー

不問

長野県駒ヶ根市赤穂　５番１０８６
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

不問

オーガニック料理　佳
食　月ノ輪

不問

長野県伊那市西春近５８４７－３
株式会社　ハッピーク
ローバー

不問

株式会社ビジニナル・
サービスセンター

不問

長野県伊那市日影４３５－１
株式会社ニシザワ

不問

セブンイレブン南箕輪
神子柴店　有限会社か
らさわ

不問

長野県駒ヶ根市赤穂１０１９－２
株式会社ビジニナル・
サービスセンター

不問

社会福祉法人　日本聴
導犬協会

不問

長野県上伊那郡飯島町飯島２５２７－
６
（飯島町役場西・文化館斜め向い）

医療法人Ｍａｉｔｒｅ
ｙａ
恵幸堂歯科医院

不問

長野県上伊那郡宮田村５３３９
株式会社イナック

不問

ベーカリーコーナー
での販売（双葉食彩
館）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 850円～850円

鮮魚コーナーでの販
売（双葉食彩館）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 850円～850円

長野県伊那市日影４３５－１

一般食品コーナーで
の販売（双葉食彩
館）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 850円～850円

農業≪急募≫ 労災

雇用期間の定めなし
900円～1,000

円

長野県上伊那郡南箕輪村大泉１９１１
－１

レストランサービス
スタッフ（季澄香）

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし
1,100円～
1,400円

又は7時00分～22時00分
の間の7時間程度

職業指導員 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし
850円～1,000

円

長野県伊那市西春近５８４７－３

軽作業（障害者専用
求人）

雇用・労災

雇用期間の定めなし

848円～848円

ホールスタッフ（飲
食店）

労災

雇用期間の定めなし
1,000円～
1,000円

長野県駒ヶ根市赤穂１６６１６－１

家電売り場（ベスト
電器）での販売（ベ
ルシャイン伊那店）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 855円～855円

清掃スタッフ《急
募》

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 848円～900円

長野県駒ヶ根市赤穂１０１９－２

清掃スタッフ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 848円～900円

販売員（コンビニエ
ンスストア）

労災

雇用期間の定めなし

855円～855円

長野県上伊那郡南箕輪村７４１７－１

ゴミ選別作業 雇用・労災

雇用期間の定めなし
950円～1,000

円
犬の世話全般 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 848円～848円

長野県上伊那郡宮田村７０３０－１

クリーンキーパー 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

900円～900円
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時給
不問 (1)13時00分～19時00分

(2)15時00分～19時00分
TEL 0265-72-3617

（従業員数 53人 ）
パート労働者 20060- 1197101 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村

時給
不問 (1)6時00分～9時00分

(2)16時00分～21時00分
TEL 0265-98-8399

（従業員数 9人 ）
パート労働者 20060- 1202101 就業場所長野県伊那市

時給
不問 (1)7時30分～9時30分

TEL 0265-72-9644
（従業員数 50人 ）

パート労働者 20060- 1168501 就業場所
時給

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- 1154601 就業場所
時給

不問 (1)9時00分～14時00分
(2)10時00分～15時00分

TEL 0265-98-0263
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 1159801 就業場所
時給

不問 (1)18時00分～20時00分
(2)12時00分～20時00分

TEL 0265-74-1661 (3)11時00分～20時00分
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 1089001 就業場所
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時00分～17時00分

TEL 0265-73-3181
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 1103601 就業場所
時給

不問 (1)18時00分～20時00分

TEL 0265-76-8341
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 1059901 就業場所長野県伊那市
時給 交替制あり

不問 (1)11時00分～15時00分
(2)17時00分～20時30分

TEL 0265-83-1116
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20060- 1073301 就業場所長野県駒ヶ根市
時給

不問 (1)11時00分～20時00分
(2)16時00分～20時00分

TEL 0265-71-5541
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 1084401 就業場所
時給

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-  990601 就業場所
時給

不問 (1)11時30分～14時00分
(2)17時00分～21時00分

TEL 0265-78-5826
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060-  992101 就業場所
時給

不問 (1)5時00分～13時30分
(2)12時15分～18時00分

TEL 0265-81-4070 (3)11時15分～20時00分
（従業員数 101人 ）

パート労働者 20060-  995801 就業場所
時給

不問 (1)9時00分～15時00分
(2)8時15分～17時10分

TEL 0265-86-5862 (3)13時00分～18時10分
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 1002801 就業場所
時給

不問 (1)13時00分～17時30分
(2)9時00分～17時30分

TEL 0265-98-6800
（従業員数 80人 ）

パート労働者 20060- 1013001 就業場所長野県駒ヶ根市

ネクストエナジー・ア
ンド・リソース株式会
社

不問

社会福祉法人　伊南福
祉会老人保健施設フラ
ワーハイツ

不問

長野県上伊那郡飯島町飯島３８５６－
１５株式会社　　フクシマ

不問

大丸化学産業株式会社
長野工場

不問

長野県伊那市美篶９１５１－３
食事処　みぶ川　中村
洋二郎

不問

株式会社　明治亭

不問 又は11時00分～20時30分
の間の3時間以上

長野県伊那市日影４３５－１
株式会社ジーユーベル
シャイン伊那店

不問

株式会社　伊那エース
カントリークラブ

不問

長野県伊那市西町５１８２－１　アピ
タ伊那店２階ルナ　和田　茂夫

不問

株式会社　ＡＩＣ

不問

長野県伊那市西町５３３３－２
株式会社　シューマー
ト伊那店

不問

株式会社長野県Ａ・コー
プ　
Ａ・コープ伊那中央店

不問

長野県伊那市西箕輪３８７０－１
信州愛和の森ホテル
（ホテル愛和）

不問

東海西濃運輸株式会社
伊那支店

不問

長野県伊那市西箕輪６６５０‐１
特定非営利活動法人
パンセの会

不問

梱包・倉庫作業 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 850円～1,000

円

長野県駒ヶ根市赤穂１１４６５－６

組立、検査　≪急募
≫

雇用・労災

雇用期間の定めなし
850円～1,020

円

調理師（老人保健施
設）

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 1,021円～

1,021円

長野県駒ヶ根市赤穂３２４９－４

接客係 労災

雇用期間の定めなし
1,000円～
1,000円

製造・検査・梱包 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

850円～950円

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１６
１９２－５

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 850円～850円

ＧＵ（ジーユー）販
売スタッフ／ベル
シャイン伊那店

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 900円～1,100

円
又は11時00分～20時00分
の間の4時間以上

長野県上伊那郡南箕輪村中ノ原９５９
５－１

長野県伊那市狐島４３８５－１

長野県伊那市中央４８８１－１

長野県伊那市富県入道前沢１１２０番
地

長野県駒ヶ根市赤穂７５９－４８７

世話人及び生活支援
員

雇用・労災

雇用期間の定めなし
1,000円～
1,000円

商品ピッキングス
タッフ

ホールスタッフ
（駒ヶ根本店）

雇用・労災

雇用期間の定めなし
950円～1,050

円

販売（婦人服） 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 880円～1,050

円
又は10時00分～20時00分
の間の5時間以上

クラブハウス内外清
掃

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 1,000円～

1,000円

店舗スタッフ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

850円～950円

事務 雇用・労災

雇用期間の定めなし

900円～900円 又は9時00分～18時00分
の間の4時間以上

ホテル業務全般 雇用・労災

雇用期間の定めなし

900円～950円 又は6時30分～21時00分
の間の5時間程度

一般食品の早朝商品
陳列（アルバイト）

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 1,000円～

1,000円
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時給
不問 (1)9時00分～15時00分

(2)8時30分～17時30分
TEL 0265-98-6800

（従業員数 80人 ）
パート労働者 20060- 1023601 就業場所長野県駒ヶ根市

時給 交替制あり
不問 (1)5時30分～12時30分

(2)8時30分～17時00分
TEL 0266-78-8503 (3)12時45分～20時00分

（従業員数 18人 ）
パート労働者 20060-  977701 就業場所長野県上伊那郡辰野町

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～13時00分

(2)9時00分～17時00分
TEL 0265-76-2111 (3)18時00分～22時00分

（従業員数 90人 ）
パート労働者 20060-  981301 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～12時00分

(2)8時00分～15時00分
TEL 0265-76-2111

（従業員数 90人 ）
パート労働者 20060-  982601 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

時給
不問 (1)9時00分～14時00分

(2)17時00分～22時00分
TEL 0265-78-0002

（従業員数 10人 ）
パート労働者 20060-  846101 就業場所長野県伊那市

時給
不問 (1)9時30分～11時30分

TEL 0265-82-7100
（従業員数 90人 ）

パート労働者 20060-  873201 就業場所
時給

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-  887101 就業場所長野県駒ヶ根市
時給

不問 (1)8時00分～11時40分

TEL 0265-82-3390
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060-  901401 就業場所長野県駒ヶ根市
時給

不問 (1)17時30分～21時00分

TEL 0265-82-3828
（従業員数 68人 ）

パート労働者 20060-  760201 就業場所
時給

不問 (1)9時00分～15時00分
(2)12時50分～17時00分

TEL 0265-98-0713
（従業員数 21人 ）

パート労働者 20060-  764601 就業場所長野県上伊那郡中川村
時給

不問 (1)6時00分～11時00分
(2)17時00分～22時00分

TEL 0265-82-8511 (3)10時00分～18時30分
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20060-  771601 就業場所長野県駒ヶ根市
時給

不問 (1)16時00分～20時30分

TEL 0265-78-5707
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060-  791701 就業場所長野県上伊那郡箕輪町
時給

不問 (1)5時00分～10時00分

TEL 0265-82-8400
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060-  818001 就業場所長野県駒ヶ根市
時給

不問 (1)9時00分～13時00分
(2)14時30分～17時00分

TEL 0265-84-1131
（従業員数 57人 ）

パート労働者 20060-  821401 就業場所
時給

不問 (1)9時00分～15時00分

TEL 0265-98-6345
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060-  869601 就業場所

フルート（楽器）の
製作補助

長野県上伊那郡飯島町飯島７５８番地 雇用・労災
宮澤フルート製造　株
式会社　長野飯島工場

雇用期間の定めなし
不問 850円～850円

歯科助手（アシスタ
ント）

長野県上伊那郡宮田村７５５６－２５ 労災
医療法人　Ｓｍｉｌｅ＆
Ｗｅｌｌｎｅｓｓ　ある
が歯科クリニック雇用期間の定めなし

不問 950円～1,050
円

又は8時30分～20時00分
の間の5時間程度

調理及び調理補助 長野県駒ヶ根市赤穂１５２２－３ 労災
株式会社　ホテルオオ
ハシ　駒ヶ根プレモン
トホテル雇用期間の定めなし

不問 850円～850円

清掃作業（ながたの
湯）

長野県伊那市中央５４７７ 労災
ジャーナル商事株式会
社　伊那支店

雇用期間の定めなし
不問 850円～900円

レストランサービス
スタッフ（洋食）

長野県駒ヶ根市赤穂　５番１０８６ 雇用・労
災・健康・
厚生

株式会社三河湾リゾート
リンクス　駒ヶ根高原リ
ゾートリンクス雇用期間の定めなし

不問 1,100円～
1,400円

又は7時00分～22時00分
の間の7時間程度

基盤の組立・はんだ
付け

長野県上伊那郡中川村片桐５６５－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

株式会社　ライフテッ
ク

雇用期間の定めなし
不問 883円～883円 又は8時30分～17時00分

の間の4時間以上

厨房手伝い（夕食） 長野県駒ヶ根市赤穂１６３９８番地 労災
株式会社　駒ヶ根自動
車学校

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 不問 950円～950円

長野県駒ヶ根市赤穂１０１９－２
株式会社ビジニナル・
サービスセンター

不問

日進乳業株式会社　ア
ルプス工場

不問

長野県伊那市東春近５４９－３
株式会社ＢＩＳＯ

不問

株式会社ニシザワ

不問

長野県伊那市狐島４２５７－１（ハ
ローワーク伊那の北隣）新鮮飯店　（株）南信

観光

不問

社会福祉法人　音葉会
ふらっと辰野老人福祉
施設

不問

長野県伊那市日影４３５－１
株式会社ニシザワ

不問 又は9時00分～22時00分
の間の4時間以上

長野県駒ヶ根市赤穂１１４６５－６
ネクストエナジー・ア
ンド・リソース株式会
社

不問 又は8時30分～17時30分
の間の5時間程度

清掃スタッフ（昭和
伊南総合病院）

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 848円～900円

日常清掃（長野県立
こころの医療セン
ター駒ヶ根）

雇用・労災

雇用期間の定めなし

848円～848円

２Ｈ製造スタッフ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 900円～900円

長野県駒ヶ根市下平５３８１

ホールスタッフ 労災

雇用期間の定めなし
848円～1,000

円

鮮魚コーナーでの販
売（ベルシャイン伊
北店）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 900円～900円 又は8時00分～17時00分

の間の4時間以上

長野県伊那市日影４３５－１

食品レジでのレジ業
務（ベルシャイン伊
北店）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 850円～850円

調理員 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 880円～1,100

円

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富６３
３３－２

一般事務 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 850円～1,000

円


