
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～12時30分
(2)14時00分～18時00分

TEL 0266-41-0013
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 5285491 就業場所

不問 (1) 6時00分～11時00分

TEL 0265-94-2200
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 5286791 就業場所

不問 (1) 8時00分～12時00分

TEL 0265-74-8434
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 5287891 就業場所

不問 (1) 8時00分～12時00分

TEL 0265-74-8434
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20060- 5289591 就業場所
調理師

不問 (1) 5時00分～13時30分 栄養士
(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 98人 ）

パート労働者 20060- 5294791 就業場所
看護師

不問 (1) 9時00分～16時00分 准看護師
(2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

TEL 0265-85-1015
（従業員数 41人 ）

パート労働者 20060- 5295891 就業場所長野県上伊那郡宮田村
介護福祉士

不問 (1) 6時00分～12時00分 ホームヘルパー２級

(2)16時00分～20時00分
TEL 0265-85-1015 (3) 9時00分～15時30分

（従業員数 41人 ）
パート労働者 20060- 5296291 就業場所長野県上伊那郡宮田村

不問 (1) 8時30分～12時30分

TEL 0265-84-1202
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20060- 5300891 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- 5311191 就業場所
看護師

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-83-3181
（従業員数 173人 ）

パート労働者 20060- 5315991 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～16時30分

TEL 0265-76-2121
（従業員数 39人 ）

パート労働者 20060- 5317791 就業場所

不問

TEL 0265-74-2211
（従業員数 88人 ）

パート労働者 20060- 5320091 就業場所長野県伊那市

不問 (1)13時00分～17時30分

TEL 0265-79-2430
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 5266391 就業場所

不問 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0265-82-5085
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 5267691 就業場所

又は 7時00分～20時
00分の間の4時間以上

又は 7時00分～20時
00分の間の4時間以上

又は 7時00分～22時
00分の間の8時間

又は 8時30分～17時
00分の間の6時間程度

又は 8時30分～17時
30分の間の4時間

又は 6時00分～12時
00分の間の4時間程度

所在地・就業場所

受付、患者さんの
案内、事務

時給

医療法人　古村医院

長野県上伊那郡辰野町辰野１７
８８ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～900

円

接客（ホールス
タッフ）

時給
支留比亜珈琲伊那店
前田千恵美

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 850円～870

円

フロント・ブライ
ダル・料飲・客室
係及び調理補助

時給
伊那市観光株式会社
高遠さくらホテル

雇用・労災

支留比亜珈琲伊那店
前田千恵美

長野県伊那市西春近２３３３－
３－２ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 850円～870

円

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 821円～821

円
調理補助 時給

又は 6時00分～21時
30分の間の5時間程度

看護スタッフ（宅
幼老所）

時給

有限会社　わが家

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,500

円

調理師（老人保健
施設）

時給 社会福祉法人　伊南
福祉会老人保健施設
フラワーハイツ

長野県駒ヶ根市赤穂３２４９－
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 1,021円～

1,021円
長野県上伊那郡宮田村７６１２
－１１

伊那市高遠町勝間　２１７

長野県伊那市西春近２３３３－
３－２

生鮮部門スタッフ 時給 株式会社　長野県
Ａ・コープ　Ａコー
プ宮田店

長野県上伊那郡宮田村３３２８

雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 830円～830

円

介護スタッフ 時給

有限会社　わが家

長野県上伊那郡宮田村７６１２
－１１ 雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 850円～1,000

円

企画営業　（本
社）

時給
アド・コマーシャル
株式会社

長野県伊那市西春近３０１０－
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 900円～900

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）

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 850円～850

円
看護師 時給

長野県立こころの医
療センター駒ヶ根

長野県駒ヶ根市下平２９０１ 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 1,251円～

1,251円

長野県伊那市山寺１８７１－４

出荷準備 時給
清水プラスチック工
業　株式会社

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～900

円

構内環境整備 時給
株式会社　荻原製作
所

長野県伊那市美篶８０６０

労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 900円～1,100

円
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪９３２１番地

一般事務 時給
有限会社　恵比寿産
業

長野県駒ヶ根市赤穂　１４－６
７２

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～1,000

円
又は 8時30分～17時
30分の間の6時間程度

℡ 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6月24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（6 ／14～6／20) ○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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薬剤師
不問 (1)10時00分～19時00分

TEL 0265-77-1193
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 5269491 就業場所

不問 (1)18時00分～21時30分

TEL 0265-76-2111
（従業員数 80人 ）

パート労働者 20060- 5271591 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1)12時45分～17時30分

TEL 0265-74-8834
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 5273091 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 8時30分～12時00分

TEL 0265-74-8834
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 5275691 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 8時30分～12時00分

TEL 0265-74-8834
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 5276991 就業場所長野県伊那市

不問 (1)12時45分～17時30分

TEL 0265-74-8834
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 5277491 就業場所長野県伊那市

不問 (1)10時15分～19時00分

TEL 0265-81-5100
（従業員数 84人 ）

パート労働者 20060- 5278791 就業場所

不問 (1) 8時10分～12時00分
(2)12時45分～17時10分

TEL 0265-79-3052
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 5231191 就業場所

不問 (1)10時00分～15時00分

TEL 0265-74-7744
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 5241391 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～15時00分

TEL 0265-74-7744
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 5243991 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)17時00分～21時00分

TEL 0265-74-7744
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 5244491 就業場所

不問 (1) 8時00分～12時30分

TEL 0265-72-2104
（従業員数 106人 ）

パート労働者 20060- 5249191 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村
普通自動車免許一種

18歳以上 (1)20時00分～ 7時00分

TEL 0265-83-1141
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 5253791 就業場所
看護師

不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師
普通自動車免許ＡＴ

TEL 0265-76-5522
（従業員数 26人 ）

パート労働者 20060- 5206191 就業場所

又は 8時10分～17時
10分の間の4時間以上

薬剤師 時給
株式会社　アルプス
薬局

長野県上伊那郡南箕輪村１２８
４－９

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めな
し 年齢不問 2,000円～

2,500円

寸法検査および
品質チェック業務

時給
株式会社フロンティ
ア

長野県伊那市西箕輪２１４８－
５２ 雇用・労

災・財形
雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 850円～1,650

円

夜間管理者（ベル
シャイン箕輪店）

時給

株式会社ニシザワ

長野県伊那市日影４３５－１

労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 900円～900

円

寸法検査および
品質チェック業務

時給
株式会社フロンティ
ア

長野県伊那市西箕輪２１４８－
５２ 労災・財形

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 850円～1,650

円

ワイヤーカット加
工

時給
株式会社フロンティ
ア

長野県伊那市西箕輪２１４８－
５２ 労災・財形

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 850円～1,650

円

情報処理演習等支
援業務

日給

長野県看護大学

長野県駒ヶ根市赤穂１６９４ 雇用・労
災・健康・
厚生

7,050円～
7,050円雇用期間の定めあ

り（4ヶ月以上） 年齢不問 909円～909
円

ワイヤーカット加
工

時給
株式会社フロンティ
ア

雇用・労
災・財形

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 850円～1,650

円

長野県伊那市西箕輪２１４８－
５２

洗い場スタッフ
（食洗機による食
器洗浄）

時給
海華丸　小松　希代
子

上伊那郡南箕輪村三本木原
８３０４－２２３ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～900

円

ＮＣ旋盤加工 時給

有限会社　アキ精工

長野県上伊那郡箕輪町大字東箕
輪４９２２－３ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～

1,200円

ホールスタッフ 時給
海華丸　小松　希代
子

上伊那郡南箕輪村三本木原
８３０４－２２３ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～

1,000円

ホールスタッフ 時給
海華丸　小松　希代
子

上伊那郡南箕輪村三本木原
８３０４－２２３ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～

1,000円

ナイトフロント業
務

日給 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6,710円～
6,710円雇用期間の定めな

し 省令２号 830円～1,130
円

調理員 時給

南箕輪村役場

長野県上伊那郡南箕輪村４８２
５番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 864円～967

円

看護職 時給
南箕輪村社会福祉協
議会

長野県上伊那郡南箕輪村２３８
０－１２１２ 労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 1,130円～

1,130円
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中型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～13時00分
(2) 8時00分～14時00分

TEL 0265-72-3151 (3) 8時00分～15時00分
（従業員数 23人 ）

パート労働者 20060- 5207091 就業場所
フォークリフト技能者

不問 (1) 9時00分～15時15分 準中型自動車免許
(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- 5211791 就業場所長野県駒ヶ根市

不問 (1) 8時10分～12時00分
(2) 8時10分～17時05分

TEL 0265-82-2323 (3)12時45分～17時05分
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 5213291 就業場所
薬剤師

不問 (1) 9時00分～17時00分
(2)13時00分～17時00分

TEL 0265-72-3524 (3)10時00分～17時00分
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 5224091 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～15時00分

TEL 0265-88-2416
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 5226691 就業場所

18歳以上 (1) 9時30分～15時00分
(2)18時00分～ 0時00分

TEL 0265-71-1077
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 5228491 就業場所長野県上伊那郡箕輪町
普通自動車免許一種

60歳以上 (1)10時00分～16時00分

TEL 0265-85-3388
（従業員数 70人 ）

パート労働者 20060- 5185091 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～16時30分
(2) 9時00分～15時00分

TEL 0265-82-8614
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20060- 5189491 就業場所

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- 5197491 就業場所長野県上伊那郡飯島町

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-86-8120
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 5204291 就業場所

長野県駒ヶ根市赤穂６３３０

長野県伊那市中央４８４２

又は 8時00分～17時
00分の間の5時間程度

又は 8時00分～17時
00分の間の6時間程度

又は16時00分～ 0時
00分の間の5時間程度

雇用期間の定めな
し 年齢不問 821円～900

円

セールスドライ
バー

時給
近物レックス株式会
社　伊那支店

長野県伊那市西春近字下ノ島２
５６４ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,100円～

1,100円

鉄パイプ加工・鉄
工一般

時給
有限会社　南原製作
所

長野県上伊那郡中川村片桐６５
１２－１２０

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

薬剤師 時給 株式会社　カワカミ
Ｐｈａｒｍａｃｙ
真誠堂薬局

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 4,000円～

5,000円

加工品の開梱／仕
分け作業

時給

日精技研　株式会社
雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 850円～900

円

工場商品運搬、梱
包業務

時給

日精技研　株式会社

長野県駒ヶ根市赤穂６３３０

雇用・労災

きのこの収穫作業 時給
農事組合法人　ひか
り

長野県上伊那郡宮田村７１６７

雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上）

省令３号
のニ

825円～825
円

厨房・ホールス
タッフ

時給
倫フードホールディ
ングス株式会社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１５０８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 省令２号 821円～1,200

円

軽作業 時給
有限会社　伊那火工
堀内煙火店

長野県上伊那郡飯島町田切６８
１番地 雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月未満） 省令２号 821円～821

円

介護職≪急募≫ 時給 医療法人　すずらん
まえやま　内科胃腸
科クリニック

長野県駒ヶ根市赤穂１４６３２
－４

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

楽天用の弊社
ショップの管理運
営

時給

有限会社樹万培

上伊那郡飯島町田切１６１－７
１ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～

1,100円


