
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 交替制あり
不問 (1)9時30分～15時30分

(2)14時15分～20時15分
TEL 0265-71-5611 (3)11時15分～20時15分

（従業員数 11人 ）
パート労働者 20060- 2895201 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

(2)8時00分～16時00分
TEL 0266-44-2055 (3)13時00分～21時00分

（従業員数 85人 ）
パート労働者 20060- 2876101 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

(2)8時00分～13時00分
TEL 0266-44-2055 (3)13時00分～21時00分

（従業員数 85人 ）
パート労働者 20060- 2877401 就業場所

時給
不問 (1)7時00分～10時00分

(2)7時30分～10時30分
TEL 0266-44-2055

（従業員数 85人 ）
パート労働者 20060- 2883101 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

TEL 0265-98-7583
（従業員数 36人 ）

パート労働者 20060- 2887201 就業場所 厚生
時給

不問 (1)9時00分～15時00分

TEL 0265-82-3828
（従業員数 68人 ）

パート労働者 20060- 2830001 就業場所
時給

不問 (1)8時30分～13時30分
(2)11時30分～16時00分

TEL 0265-74-6666 (3)15時30分～20時30分
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20060- 2845801 就業場所長野県伊那市
時給

不問 (1)8時45分～16時15分

TEL 0265-74-8630
（従業員数 24人 ）

パート労働者 20060- 2819701 就業場所
時給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

TEL 0265-77-0233 (3)16時00分～19時30分
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20060- 2796101 就業場所
時給

不問 (1)9時00分～17時00分

TEL 0266-41-5255
（従業員数 44人 ）

パート労働者 20060- 2789401 就業場所長野県上伊那郡辰野町
時給 交替制あり

不問 (1)8時00分～16時00分

TEL 0265-82-3390
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20060- 2754101 就業場所長野県駒ヶ根市
時給 交替制あり

不問 (1)7時30分～14時30分
(2)7時00分～14時00分

TEL 0265-78-5707
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 2726301 就業場所長野県伊那市
時給

不問 (1)17時30分～22時00分

TEL 0265-72-0070
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20060- 2739701 就業場所
時給

不問 (1)9時00分～15時00分
(2)9時00分～18時00分

TEL 0265-72-2501
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20060- 2749201 就業場所長野県伊那市
時給

不問 (1)9時00分～15時00分
(2)9時00分～18時00分

TEL 0265-72-2501
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20060- 2751301 就業場所長野県伊那市

接客、ホールスタッ
フサービス全般

労災

雇用期間の定めなし
850円～1,000

円

医局業務 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 850円～850円

清掃作業 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

850円～900円

所在地・就業場所

販売、買取の接客ス
タッフ（リユース
ショップ）
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 又は9時30分～20時15分

の間の5時間

長野県伊那市中央５１６８－１

雇用・労災

出荷作業　《急募》 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

850円～850円

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 870円～870円

店頭販売パート（伊
那店）

雇用・労災

ベーカリー部門 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 860円～880円

長野県上伊那郡辰野町中央６０６一１
ときめきの街１階

デリカ・惣菜部門 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 850円～850円

介護 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 900円～1,000

円

長野県駒ヶ根市赤穂１４番地８９２

早朝アルバイト 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 880円～880円

雇用期間の定めなし
850円～1,130

円

清掃業務

スタジオでの写真撮
影補助

労災

雇用期間の定めなし
850円～1,000

円

長野県伊那市西町５１６０－１

長野県伊那市上牧６６０１
生鮮市場伊那店内

長野県駒ヶ根市赤穂１０１９－２

長野県伊那市山寺１９２３

精肉パック詰め作業 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 850円～850円

箱詰作業者 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

910円～930円 又は8時30分～17時30分
の間の6時間程度

ヘアーメイク・着付
け（写真スタジオ）

労災

雇用期間の定めなし
900円～1,000

円

長野県伊那市荒井３４９２－１７

青山商事株式会社　セ
カンドストリート伊那
店

不問

長野県上伊那郡辰野町中央６０６一１
ときめきの街１階株式会社　バロー　辰

野店

不問

雇用・労災

900円～1,000
円

株式会社　バロー　辰
野店

不問

長野県上伊那郡辰野町中央６０６一１
ときめきの街１階株式会社　バロー　辰

野店

不問 又は9時00分～21時00分
の間の7時間以上

地域密着型特別養護老人
ホームかがやき
（社会福祉法人なごやか福
祉会）不問

長野県駒ヶ根市赤穂１６３９８番地
株式会社　駒ヶ根自動
車学校

不問

株式会社　折勝

不問

長野県伊那市西春近２３０８－２
デジタルランド株式会
社

不問

大三ミート産業株式会
社

不問

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富７３
６２－２０扶桑化学株式会社

不問

株式会社ビジニナル・
サービスセンター

不問

長野県伊那市中央５４７７
ジャーナル商事株式会
社　伊那支店

不問

焼肉・韓国料理　ほう
せん（株式会社　ほう
せん）

不問

長野県伊那市荒井３４９２－１７
株式会社フォトスタ・
トゥエンティーワン

不問 又は9時00分～18時00分
の間の5時間以上

株式会社フォトスタ・
トゥエンティーワン

不問 又は9時00分～18時00分
の間の5時間以上

℡ 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２年６月 

（６月版） 本誌は令和２年４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/ 



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２年６月 

（６月版） 本誌は令和２年４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/ 

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

TEL 0265-73-9702
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20060- 2708501 就業場所
時給

不問 (1)8時00分～10時30分

TEL 0265-82-3390
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20060- 2671901 就業場所長野県上伊那郡飯島町
時給

不問 (1)9時00分～13時00分

TEL 0265-72-3247
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 2667801 就業場所長野県伊那市
時給

不問 (1)6時00分～14時00分
(2)9時00分～17時00分

TEL 0265-73-8811
（従業員数 26人 ）

パート労働者 20060- 2561201 就業場所長野県伊那市
時給

不問 (1)9時30分～15時30分

TEL 0265-82-3828
（従業員数 68人 ）

パート労働者 20060- 2562501 就業場所
時給

不問 (1)8時15分～17時15分

TEL 0265-86-2563
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060- 2568401 就業場所
月給

不問 (1)9時30分～17時00分
(2)12時00分～19時30分

TEL 0265-73-2253
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 2577701 就業場所
時給

不問 (1)8時30分～16時30分

TEL 0265-78-4111
（従業員数 616人 ）

パート労働者 20060- 2589501 就業場所長野県伊那市
時給

不問 (1)9時00分～15時00分

TEL 0265-82-7011
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20060- 2538501 就業場所
時給

不問 (1)16時00分～22時00分
(2)13時30分～22時00分

TEL 0265-73-6888
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 2424201 就業場所長野県伊那市
時給

不問 (1)16時00分～22時00分
(2)13時30分～22時00分

TEL 0265-73-6888
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 2430701 就業場所長野県駒ヶ根市
時給

不問 (1)8時20分～15時00分

TEL 0265-72-7111
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 2456801 就業場所
時給

不問 (1)8時30分～12時30分
(2)13時45分～18時45分

TEL 0265-98-8357 (3)8時30分～13時00分
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 2484301 就業場所
時給

不問 (1)8時30分～13時00分
(2)14時30分～18時30分

TEL 0265-98-0385 (3)8時30分～18時30分
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20060- 2489701 就業場所
時給

不問 (1)9時00分～15時00分

TEL 0265-85-3034
（従業員数 29人 ）

パート労働者 20060- 2491001 就業場所

卵取り 労災

雇用期間の定めなし

848円～848円

販売・接客（コンビ
ニエンスストア）

労災

雇用期間の定めなし

850円～850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

厨房手伝い（昼食） 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 870円～870円

キッチンスタッフ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 850円～1,000

円

長野県伊那市日影１番地

調理、接客（短時間
正社員）

雇用・労災

121,500円～
350,000円雇用期間の定めなし

900円～2,592
円

組立・検査 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

872円～872円

長野県上伊那郡飯島町七久保１０１９

客室清掃係 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 850円～850円

学校ＩＣＴ支援員
（学校教育課）

雇用・公災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） 900円～900円

長野県伊那市下新田３０５０番地

個別指導講師 労災

雇用期間の定めなし
1,800円～
2,000円

又は16時00分～22時00分
の間の1時間以上

個別指導講師 労災

雇用期間の定めなし
1,800円～
2,000円

長野県伊那市境１０７１　リブレビル
１Ｆ

社内清掃（障害者専
用求人）

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 850円～850円

長野県伊那市西箕輪１９３８－１

リハビリ助手 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

850円～930円

長野県上伊那郡南箕輪村５５８６－２

歯科助手・受付 雇用・労
災・健康

雇用期間の定めなし
1,000円～
1,350円

被服縫製 雇用・労災

雇用期間の定めなし

875円～880円 又は8時10分～17時10分
の間の5時間程度

長野県伊那市東春近５６－１
株式会社　さくら

（セブンイレブン東春近車
屋店）不問

株式会社ビジニナル・
サービスセンター

不問

長野県伊那市東春近木裏原１０７４６
－４２有限会社　イサワヨウ

ケイ

不問

信州ＩＮＡセミナーハ
ウス　（ランド商事
株式会社）

不問

長野県駒ヶ根市赤穂１６３９８番地
株式会社　駒ヶ根自動
車学校

不問

協和光学工業株式会社
信州工場

不問

長野県伊那市西箕輪６８６６－１６
みのやさくら亭　檀野
有良

不問

伊那市役所

不問

長野県駒ヶ根市赤穂１５０３－１
ホテル　ルートイン駒ヶ根
インター（ルートインジャ
パン株式会社）

不問

信学会個別スクールＰ
ＡＳＳ伊那校

不問 又は16時00分～22時00分
の間の1時間以上

長野県伊那市境１０７１　リブレビル
１Ｆ信学会個別スクールＰ

ＡＳＳ伊那校

不問

ルビコン株式会社

不問 又は8時20分～17時00分
の間の4時間以上

長野県上伊那郡飯島町飯島７４４－１
田畑歯科医院　田畑博
通

不問

医療法人　高原医院

不問

長野県上伊那郡宮田村３４１８
株式会社　カミイナ

不問
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時給
不問 (1)5時00分～9時00分

(2)6時00分～8時30分
TEL 0265-76-6100

（従業員数 1人 ）
パート労働者 20060- 2350701 就業場所長野県駒ヶ根市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

TEL 0265-86-3175
（従業員数 66人 ）

パート労働者 20060- 2365901 就業場所長野県駒ヶ根市
時給

不問

TEL 0265-94-2323
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 2368701 就業場所長野県伊那市
時給

不問

TEL 0265-94-2323
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20060- 2371601 就業場所長野県伊那市
時給

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- 2390401 就業場所長野県駒ヶ根市

看護助手 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

食堂業務 労災

雇用期間の定めなし

850円～900円 又は11時00分～16時00分
の間の5時間

食堂業務 雇用・労災

雇用期間の定めなし

850円～900円

雇用期間の定めなし

848円～848円

長野県伊那市東春近５４９－３

長野県伊那市高遠町上山田７８

長野県駒ヶ根市赤穂３２３０

医療機器の組立 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 892円～892円

館内清掃（こまくさ
の湯） 株式会社ＢＩＳＯ

不問 又は5時00分～9時00分の
間の2時間以上

長野県上伊那郡飯島町飯島７３９
株式会社　ナンシン

不問

労災

昭和伊南総合病院

不問

株式会社　木曽屋

不問 又は9時30分～20時00分
の間の5時間以上

長野県伊那市高遠町上山田７８
株式会社　木曽屋

不問


