
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)18時00分～22時00分
(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- 7718191 就業場所長野県伊那市

不問 (1) 8時10分～12時00分
(2) 8時10分～16時00分

TEL 0265-82-2323 (3)12時45分～16時00分
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20060- 7723891 就業場所
トリマー

不問 (1) 9時00分～13時00分
(2)15時00分～18時00分

TEL 0265-82-5071
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 7730491 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時00分

TEL 0265-72-5770
（従業員数 28人 ）

パート労働者 20060- 7731791 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～15時00分
(2) 9時00分～15時30分

TEL 0265-72-5770
（従業員数 28人 ）

パート労働者 20060- 7732891 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～16時00分 臨床心理士

TEL 0265-83-3181
（従業員数 173人 ）

パート労働者 20060- 7735191 就業場所

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-76-0035
（従業員数 23人 ）

パート労働者 20060- 7705491 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時30分 自動車整備士（２級）

TEL 0265-85-3414
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20060- 7709591 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1)16時00分～18時30分

TEL 0265-78-4111
（従業員数 210人 ）

パート労働者 20060- 7717591 就業場所長野県伊那市
交替制あり

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-73-2424
（従業員数 30人 ）

無期派遣パート 20060- 7673391 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 7時45分～ 9時45分

TEL 0265-98-0380
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20060- 7681391 就業場所長野県駒ヶ根市
介護職員初任者研修

不問 (1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許一種

(2) 9時00分～16時00分 介護福祉士
TEL 0265-98-0218

（従業員数 7人 ）
パート労働者 20060- 7685791 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 9時20分～16時10分

TEL 0265-86-4886
（従業員数 23人 ）

パート労働者 20060- 7687291 就業場所

不問

TEL 0266-41-3821
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20060- 7689191 就業場所長野県上伊那郡辰野町

又は 8時15分～17時30
分の間の4時間以上

所在地・就業場所

ゴルフ練習場受付 時給

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） 年齢不問

900円～900円

ダスキン商品のお
届け

時給 株式会社　ダスキ
ン伊那　　　　ダ
スキン上牧支店

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

加工品の開梱／仕
分け作業
　※急募

時給
日精技研　株式会
社

雇用・労災

有限会社エルム

長野県駒ヶ根市赤穂１６６８４
－３ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 900円～1,000

円

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問

850円～900円

動物看護師 時給

臨床心理士 時給 長野県立こころの
医療センター駒ヶ
根

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 1,225円～1,225

円

清掃サービス 時給 株式会社　ダスキ
ン伊那　　　　ダ
スキン上牧支店

長野県伊那市上牧６４７６－３

雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問

900円～900円

長野県駒ヶ根市下平２９０１

長野県駒ヶ根市赤穂６３３０

長野県伊那市上牧６４７６－３

自動車鈑金・塗
装・整備

時給
株式会社　キタハ
ラ自動車

長野県上伊那郡宮田村１２－１
雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～1,500

円

調理師 時給
学校法人　南平台
学園

長野県伊那市狐島３９５０番地

雇用・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

清掃 時給
有限会社　イグチ
美装

長野県上伊那郡宮田村６８６１
－１ 労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

821円～900円

保育士（長時間保
育　保育士）

時給

伊那市役所
労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 1,200円～1,300

円
基板製造及び検査
機オペレータ・検
査データ等の管理

時給
セントラルソーシ
ング　株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１
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

長野県伊那市下新田３０５０番
地

検査・梱包 時給
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 年齢不問

850円～850円

支援員 時給 株式会社　暖　多
機能型事業所　お
ぷしょん

長野県伊那市御園７３４－１２
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～1,000

円

又は 8時20分～17時10
分の間の6時間

長野県上伊那郡飯島町飯島２１
６９－１５

販売員（青果） 時給
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） 年齢不問

848円～848円
又は 7時30分～11時00
分の間の3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9月17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。 
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パートの仕事（9／6～9／12) ○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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不問

TEL 0266-41-3821
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20060- 7690691 就業場所長野県上伊那郡辰野町

不問

TEL 0266-41-3821
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20060- 7691991 就業場所長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 8時00分～11時00分
(2)16時00分～19時00分

TEL 0266-41-3821
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20060- 7692491 就業場所長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 8時00分～11時00分
(2)16時00分～19時00分

TEL 0266-41-3821
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20060- 7693791 就業場所長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 7時30分～14時30分

TEL 0266-41-3821
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20060- 7694891 就業場所長野県上伊那郡辰野町

不問 (1) 7時30分～13時30分

TEL 0266-41-3821
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20060- 7695291 就業場所長野県上伊那郡辰野町

18歳以上 (1)21時00分～ 1時00分

TEL 0265-76-7338
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20060- 7696591 就業場所

不問 (1)18時00分～21時00分

TEL 0265-76-8863
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 7699391 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村

不問 (1)10時15分～14時30分

TEL 0265-76-8863
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20060- 7700191 就業場所長野県上伊那郡南箕輪村

不問 (1) 9時00分～15時00分
(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- 7614391 就業場所
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～15時30分

TEL 0265-83-2321
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20060- 7625491 就業場所
建築士（２級）

不問 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種

(2) 9時00分～16時00分
TEL 0265-81-6060

（従業員数 9人 ）
パート労働者 20060- 7651791 就業場所長野県上伊那郡辰野町

建築士（２級）
不問 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種

(2) 9時00分～16時00分
TEL 0265-81-6060

（従業員数 19人 ）
パート労働者 20060- 7652891 就業場所長野県伊那市

建築士（２級）
不問 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種

(2) 9時00分～16時00分
TEL 0265-81-6060

（従業員数 34人 ）
パート労働者 20060- 7654591 就業場所長野県駒ヶ根市

又は 8時00分～12時00
分の間の3時間程度

又は 8時30分～17時00
分の間の5時間以上

又は 8時30分～17時00
分の間の5時間以上

又は10時15分～15時00
分の間の4時間以上

又は 8時30分～17時00
分の間の5時間以上

ベーカリー担当 時給
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） 年齢不問

848円～848円

惣菜担当（メイ
ト）

時給
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） 年齢不問

848円～848円

レジ担当 時給
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） 年齢不問

848円～848円
又は16時00分～20時00
分の間の3時間程度

鮮魚担当 時給
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
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

販売員（惣菜） 時給
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） 年齢不問

848円～848円

コンビニエンスス
トアスタッフ

時給 セブンイレブン東
春近店　大庭　麻
衣子

長野県伊那市東春近１２６５－
２ 労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 省令２号

880円～880円

レジ担当 時給
株式会社デリシア
デリシア辰野店

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～850円

長野県上伊那郡辰野町中央２６

調理補助・接客 時給
株式会社　口福商
店

長野県上伊那郡南箕輪村７２３
３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～900円

調理補助・接客 時給
株式会社　口福商
店

長野県上伊那郡南箕輪村７２３
３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

850円～900円

事務職 時給
株式会社　氣賀澤
不動産

長野県駒ヶ根市赤穂１０１１０
－８ 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

医療アシスタント 時給 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 年齢不問 900円～1,000

円

建築設計（伊那支
店）

時給

株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町２２－１
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 1,250円～1,350

円

建築設計（辰野支
店）

時給

株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町２２－１
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 1,250円～1,350

円

建築設計（駒ヶ根
支店）

時給

株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町２２－１
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 1,250円～1,350

円
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不問 (1) 9時30分～18時30分

TEL 0265-86-8730
（従業員数 34人 ）

パート労働者 20060- 7578491 就業場所長野県上伊那郡飯島町
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- 7581191 就業場所

不問 (1)17時00分～20時00分

TEL 0265-94-2127
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20060- 7589291 就業場所長野県駒ヶ根市
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～14時00分
(2)10時00分～15時00分

TEL 0265-79-2079
（従業員数 31人 ）

パート労働者 20060- 7590091 就業場所長野県上伊那郡箕輪町

不問 (1) 7時30分～12時30分
(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- 7596891 就業場所

不問 (1) 9時00分～15時00分

TEL 0265-81-1372
（従業員数 0人 ）

有期派遣パート 20060- 7602291 就業場所長野県上伊那郡飯島町

不問 (1) 7時30分～20時00分

TEL 0265-74-8844
（従業員数 120人 ）

パート労働者 20060- 7604191 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- 7606391 就業場所
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～13時00分

TEL 0266-41-5611
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20060- 7608991 就業場所

不問 (1) 6時00分～15時00分
(2)18時00分～22時00分

TEL 0265-82-5100
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20060- 7613091 就業場所

長野県伊那市高遠町西高遠１６
９０

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕
輪１４４２－１

又は 8時30分～20時00
分の間の6時間程度

又は 9時00分～15時00
分の間の5時間程度

又は 6時00分～22時00
分の間の4時間以上

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問 1,130円～1,130

円

喫茶での調理・接
客（アルバイト）

時給
株式会社　信州里
の菓工房

長野県上伊那郡飯島町七久保２
５１３－２ 労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月以上） 年齢不問

821円～821円

お惣菜の調理及び
販売

時給 株式会社　ゼスト
クック　Ａコープ
こまがね店

長野県駒ヶ根市東町３－１２

労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月未満） 年齢不問 860円～1,000

円
又は 7時00分～20時00
分の間の6時間程度

配達スタッフ（伊
北営業所）

時給
株式会社　マル
エー

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～1,200

円

菓子販売 時給
合資会社　赤羽菓
子店

雇用・労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問

900円～900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

洗浄・清掃（食品
工場）

時給
株式会社イチハラ
フーズ伊那工場

長野県伊那市西町５３８０－１

労災

雇用期間の定めな
し 年齢不問 1,000円～1,000

円

事務《急募》 時給

株式会社　ナオス

長野県駒ヶ根市赤穂３３２４－
４ 雇用・労災

雇用期間の定めあ
り（4ヶ月未満） 年齢不問 950円～1,000

円

医療事務 時給
医療法人　新田内
科クリニック

長野県上伊那郡辰野町大字伊那
富３０８１番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～1,000

円
又は 8時30分～18時00
分の間の6時間以上

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 1,200円～1,200

円

レストラン・ホー
ル接客

時給 信南サ－ビス株式
会社
信南レストラン

長野県駒ヶ根市赤穂１５－１６
０
中央道駒ヶ岳ＳＡ上り線内

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


