
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)18時30分～20時30分

TEL 026-269-6710
（従業員数 21人 ）

パート労働者 20010- 7354121 就業場所 長野県駒ヶ根市
時給

不問 (1)5時30分～14時30分
(2)8時30分～17時30分

TEL 026-269-6710 (3)9時45分～18時45分
（従業員数 7人 ）

正社員以外 20010- 7356721 就業場所 長野県上伊那郡宮田村
時給 交替制あり

不問 (1)5時30分～14時30分
(2)8時30分～17時30分

TEL 026-269-6710 (3)9時45分～18時45分
（従業員数 5人 ）

正社員以外 20010- 7358221 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～14時30分
(2)8時30分～17時30分

TEL 026-269-6710 (3)9時45分～18時45分
（従業員数 5人 ）

正社員以外 20010- 7360321 就業場所 長野県伊那市
時給

69歳以下 (1)7時00分～16時00分

TEL 0265-98-8623
（従業員数 70人 ）

正社員 20050- 3281521 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
日給

不問 (1)8時00分～17時30分

TEL 0265-72-5486
（従業員数 4人 ）

正社員 20060- 3895421 就業場所
日給

18歳以上 (1)8時30分～17時30分
(2)8時00分～12時00分

TEL 0265-78-8330 (3)13時00分～17時30分
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 3789521 就業場所 長野県上伊那郡南箕輪村
時給

不問 (1)8時00分～12時00分
(2)8時00分～15時00分

TEL 090-8014-4376
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 3680721 就業場所
時給 変形（1年単位）

18歳以上 (1)6時00分～14時45分
(2)14時30分～22時30分

TEL 0266-41-5555
（従業員数 8人 ）

正社員以外 20060- 3689021 就業場所
時給

不問 (1)8時10分～17時30分

TEL 0266-43-2612
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20060- 3708321 就業場所 厚生
時給 交替制あり

不問 (1)9時00分～14時00分
(2)8時00分～13時00分

TEL 0265-79-2079
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 3717621 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町
時給

不問 (1)8時10分～15時00分

TEL 0265-76-5555
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 3748421 就業場所 長野県伊那市
時給

不問 (1)8時00分～17時00分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 20060- 3607821 就業場所 長野県伊那市
時給 変形（1ヶ月単位）

60歳以上 (1)10時00分～19時00分
(2)8時30分～17時30分

TEL 0267-25-5363 (3)22時00分～7時30分
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20111- 2867421 就業場所 長野県駒ヶ根市

施設警備（南信支
社）【６０歳以上専
用求人】

長野県小諸市大字御影新田字竹ノ花１
４２５ー１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

長野県パトロール
株式会社　本社

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 高齢者等

の特定年
齢層の雇

880円～880円

一般廃棄物の仕分け 長野県伊那市狐島３８３６－１ 雇用・労災・
健康・厚生セントラルソーシ

ング　株式会社1,200円～1,250円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 不問 211,200円～

220,000円

金属加工作業補助・
軽作業　☆急募

長野県伊那市西春近２９７１ 雇用・労災・
健康・厚生株式会社　ハイ

デックス
雇用期間の定めなし

不問 1,100円～
1,100円

配達スタッフ（伊北
営業所）

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１４
４２－１

労災

株式会社　マル
エー

雇用期間の定めなし
不問 1,000円～

1,400円
又は8時00分～15時00分の間の5時間程度

カット野菜の加工業
務

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富２３
９１－１

雇用・労災・
健康・厚生株式会社　フィー

ルド．
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 不問

880円～930円

施設係 長野県上伊那郡辰野町大字樋口２２７
３

雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

湯にいくセンター
（株式会社サンア
メニティ）

900円～900円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 法令の規

定により
年齢制限

144,000円～
144,000円

野菜の栽培　収穫作
業

長野県伊那市富県１５８４ その他

ファームＳＡＫＵ
ＳＡＫＵ
　（武村善昭）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上） 不問
880円～880円

又は6時00分～19時00分の間の2時間以上

警備員（急募） 長野県上伊那郡南箕輪村３００３－２ 雇用・労災

株式会社　飯伊警
備7,800円～11,000円

雇用期間の定めなし
法令の規
定により
年齢制限

975円～1,375
円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

食器洗浄（駒ケ根
市）昭和伊南総合病
院

不問

左官工（経験者） 長野県伊那市西春近７１６１ 雇用・労災・
健康・厚生有限会社　伊藤左

官工業所11,111円～15,277円
雇用期間の定めなし

不問 240,000円～
330,000円

日清医療食品株式
会社　中部支店

880円～900円

長野県長野市栗田源田窪１０００－１
長栄長野東口ビル７階

労災

所在地・就業場所

（嘱）調理員（宮田
村）プラムの里

長野県長野市栗田源田窪１０００－１
長栄長野東口ビル７階

雇用・労災・
健康・厚生日清医療食品株式

会社　中部支店880円～990円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 不問 152,064円～

171,072円
（嘱）調理員（駒ケ
根市赤穂）老健エー
デルこまがね

長野県長野市栗田源田窪１０００－１
長栄長野東口ビル７階

雇用・労災・
健康・厚生日清医療食品株式

会社　中部支店880円～990円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 不問 152,064円～

171,072円
（嘱）調理員（伊那
市）みすず四恩

長野県長野市栗田源田窪１０００－１
長栄長野東口ビル７階

雇用・労災・
健康・厚生日清医療食品株式

会社　中部支店880円～990円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 不問 152,064円～

171,072円
清掃作業員（辰野Ｐ
Ａ）＊急募＊

長野県下伊那郡松川町元大島３０１０
－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

有限会社　塩沢土
建920円～920円

雇用期間の定めなし
定年を上

限
117,760円～
147,200円

℡ 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4年5月16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。

（4／28～5／11）
○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/



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4年5月16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。

（4／28～5／11）
○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/

時給
不問 (1)8時00分～15時00分

TEL 052-243-6140
（従業員数 3人 ）

パート労働者 23020-27420721 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
時給

不問 (1)13時00分～18時00分

TEL 052-243-6140
（従業員数 7人 ）

パート労働者 23020-27427921 就業場所 長野県上伊那郡辰野町
時給

18歳～69
歳

(1)23時00分～7時00分

TEL 0265-72-3560
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 3550021 就業場所
時給

64歳以下 (1)7時00分～9時00分

TEL 0265-48-0336
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 3005521 就業場所 長野県伊那市
時給

不問

TEL 0266-75-5530
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣パート 20141- 1731321 就業場所 長野県上伊那郡箕輪町

調理補助（請）／上
伊那郡

愛知県名古屋市中区千代田五丁目７－
５　
パークヒルズ千代田９Ｆ

労災

日本ゼネラルフー
ド　株式会社

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 不問

900円～900円

調理補助（請）／上
伊那郡

愛知県名古屋市中区千代田五丁目７－
５　
パークヒルズ千代田９Ｆ

労災

日本ゼネラルフー
ド　株式会社

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 不問

880円～880円

ホテルナイトフロン
ト

長野県伊那市西町４９４１ 雇用・労災

有限会社　エビス
ホテル

雇用期間の定めなし
法令の規
定により
年齢制限

880円～1,100
円

【朝夕限定】運転手
（伊那）

長野県飯田市上郷飯沼３５１２－２２ 労災

株式会社みらい福
祉会

雇用期間の定めなし
定年を上

限
1,040円～
1,040円

又は14時00分～19時00分の間の2時間程度

薬局事務業務【箕輪
町】

長野県岡谷市本町１－４－８岡谷駅前
ビル２Ｆ

雇用・労災

株式会社　エー
ジー

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 不問 1,000円～

1,000円
又は8時30分～17時30分の間の5時間程度


