
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)16時00分～ 0時00分

(2) 0時00分～23時59分
年齢不問 TEL

（従業員数 12人 ）
パート労働者 20050- 4643851 就業場所

時給
不問 (1) 9時45分～16時45分

(2)14時00分～21時00分
年齢不問 TEL

（従業員数 5人 ）
パート労働者 20050- 4644651 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時00分～12時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 4647051 就業場所
時給

不問 (1) 6時00分～15時00分
(2) 9時00分～18時00分

年齢不問 TEL (3)15時00分～22時00分
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20050- 4653951 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20050- 4681251 就業場所
時給

不問 (1)10時00分～15時00分
(2)16時30分～20時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 39人 ）

パート労働者 20050- 4689051 就業場所
時給 保育士

不問 (1)15時00分～19時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 46人 ）

パート労働者 20050- 4693751 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 4698051 就業場所
時給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
(2)21時00分～ 6時00分

省令２号 TEL
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20050- 4702051 就業場所
時給

不問 (1)13時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20050- 4709651 就業場所
時給 介護福祉士

不問 (1)11時30分～15時30分
普通自動車免許一種

年齢不問 TEL
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20050- 4711351 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 4729251 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 4732651 就業場所
時給

不問 (1)17時00分～21時00分
(2)10時30分～14時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 4734151 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20050- 4737251 就業場所
日給 交替制あり

不問 (1)18時00分～22時30分
(2) 8時30分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 4739451 就業場所
時給 交替制あり

不問 (1)16時00分～20時30分
(2) 6時30分～ 9時00分

年齢不問 TEL (3) 7時00分～13時00分
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 4744351 就業場所

雇用・労災

雇用期間の定めなし 730円～920円 0265-33-1103

所在地・就業場所

コンビニエンスストア
販売員　（食品・生活
用品等の販売）

原建設　株式会社　ファミ
リーマート喬木阿島店

長野県下伊那郡喬木村９４４－１

呉服・小物・提案と販
売

さが美　アピタ飯田店 長野県飯田市鼎名古熊２４６１　アピタ飯田
店２Ｆ

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 0265-21-3023
又は 9時45分～21時00分の
間の6時間長野県飯田市

きのこの生産管理作
業

有限会社　Ｉ・Ｆａｃｔｏｒｙ 長野県下伊那郡下條村睦沢７７７０－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 728円～850円 0260-27-2289

長野県下伊那郡下條村
ルーム係 有限会社　飯田観光ホテ

ルよし乃亭
長野県飯田市下久堅知久平１８１５ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 800円～900円 0265-29-8130

長野県飯田市
プラスチック部品の検
査と出荷
業務

有限会社　ハヤシテクニ
カ

長野県飯田市川路１２００－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 800円～800円 0265-27-6678

長野県飯田市
レストランスタッフ 財団法人高森町まちづく

り振興公社
長野県下伊那郡高森町下市田２１８３番地
１

雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～850円 0265-35-8260
又は10時00分～20時30分の
間の5時間程度長野県下伊那郡高森町

保育士・保育士補助
（１５時～）

社会福祉法人　たちばな
会　　飯田仏教保育園

長野県飯田市箕瀬町１丁目２４５３番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,200円 0265-22-1119

長野県飯田市
プラスチックの成形 株式会社　エスシープラ

スチック
長野県下伊那郡阿南町新野１３９４－１ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 800円～800円 0260-24-2835
又は 8時00分～17時00分の
間の4時間以上長野県下伊那郡阿南町

警備職員 株式会社全日警サービ
ス長野飯田営業所

長野県飯田市上殿岡６２０番地　後藤ビル
２－Ｂ

労災

雇用期間の定めなし 800円～1,200円 0265-28-2393

長野県飯田市
漬物加工
（１３：００～１７：００）

有限会社　信濃食品 長野県飯田市嶋１０２－３ 労災

雇用期間の定めなし 750円～750円 0265-26-7111

長野県飯田市
介護員 中村接骨院 長野県飯田市鼎切石５０８５－１ 労災

雇用期間の定めなし 730円～1,000円 0265-23-5014

長野県飯田市
障がい児童支援 特定非営利活動法人

日和向晴会
児童・協働支援センター
かでる

長野県飯田市座光寺１４１９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 800円～1,000円 0265-48-6338
又は10時00分～18時00分の
間の4時間以上

製造作業 関島企画 長野県飯田市座光寺３４８８－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 750円～810円 0265-53-3034
又は 8時30分～17時30分の
間の5時間以上長野県飯田市

厨房補助及びホール
スタッフ

レストラン＆焼肉　ｍｕｕ
ｍｕｕ

長野県飯田市川路７５２８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 800円～900円 0265-28-0029
又は10時00分～21時00分の
間の8時間程度長野県飯田市

袋詰め・ラベル貼り等
作業

株式会社　サンフード 長野県飯田市松川町２２５１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-21-2222

窓口事務・会計等事務 飯田市休日夜間急患診
療所

長野県飯田市東中央通り５丁目９６ 雇用・労災

6,800円～9,200円

雇用期間の定めなし 1,226円～1,280円 0265-23-3636

長野県飯田市
世話人・生活支援員 社会福祉法人　阿南町

社会福祉協議会
長野県下伊那郡阿南町西條７０９ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

820円～860円 0265-27-5107

長野県飯田市

    ハローワーク飯田 （飯田公共職業安定所） 

                  ℡ 0265-24-8609 

◎ 最近約一週間受理した新規(一部)求人です。掲載以外の求人はハローワークにてご覧いただけます。 

◎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。 
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時給
不問 (1)16時00分～20時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20050- 4747451 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～20時30分 ホームヘルパー２級
(2)20時30分～ 7時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20050- 4750151 就業場所
時給

不問 (1)18時00分～ 0時00分
(2)10時00分～16時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 4753251 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1)23時00分～ 7時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)17時00分～22時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 26人 ）

パート労働者 20050- 4763451 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20050- 4764751 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～15時00分
(2)15時00分～21時00分

年齢不問 TEL (3)18時00分～ 0時00分
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20050- 4776951 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～17時15分
(2) 8時30分～16時15分

年齢不問 TEL (3) 9時00分～16時15分
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20050- 4780451 就業場所
時給 看護師

不問 (1) 8時30分～12時30分 准看護師

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 4802651 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～12時00分
(2)17時00分～21時00分

年齢不問 TEL (3) 8時00分～16時00分
（従業員数 93人 ）

パート労働者 20050- 4804151 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20050- 4815251 就業場所
時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
福祉用具専門相談員

年齢不問 TEL
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20050- 4822351 就業場所
時給 歯科衛生士

不問 (1)14時00分～19時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 4849351 就業場所
時給

不問 (1) 6時00分～ 9時00分
(2)14時00分～17時00分

年齢不問 TEL (3)17時00分～22時00分
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 4825451 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20050- 4827851 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL (3)10時00分～16時00分
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 4831251 就業場所
時給

不問 (1) 8時30分～15時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 4832551 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1)15時00分～21時00分
(2)16時00分～22時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20050- 4845651 就業場所

レジ係 Ａコープ　いいだ店 長野県飯田市曙町１４２ 労災・健康・厚
生

雇用期間の定めなし 770円～1,000円 0265-23-7788

長野県飯田市
看護師 社会福祉法人　八反田 長野県飯田市上郷飯沼４７７－１ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 1,500円～1,500円 0265-53-7728

ホールスタッフ・調理
補助
（上郷）

株式会社　岳　 長野県飯田市上郷飯沼２２３４－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 800円～1,125円 0265-48-6433

フロントスタッフ（ナイト
フロント）

株式会社　ホテルオオハ
シ

長野県飯田市常盤町２８番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 780円～860円 0265-22-5184

長野県飯田市
漬物製造工 伊那食品株式会社 長野県下伊那郡松川町元大島５４６２－５ 雇用・労災・財

形

雇用期間の定めなし 730円～850円 0265-36-6136

接客・調理（座光寺） 有限会社　小林　（カレー
ハウスＣＯＣＯ壱番屋イ
オン飯田アップルロード
店）

長野県飯田市鼎一色４５６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 800円～1,000円 0265-23-7044
又は10時00分～ 0時30分の
間の6時間程度長野県飯田市

菓子製品の包装・検品
作業等

伊藤製菓　有限会社 長野県下伊那郡喬木村４００－９６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 800円～850円 0265-33-3381

長野県下伊那郡喬木村
看護師 金田医院 長野県飯田市高羽町２丁目２－１ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 1,100円～1,350円 0265-24-2248

長野県飯田市
スーパーマーケット販
売職

スーパーマーケットバ
ロー飯田店

長野県飯田市鼎名古熊２０９８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

780円～870円 0265-59-8055

長野県飯田市
レジ係（黒田） 株式会社　キラヤ 長野県飯田市松尾上溝２９１０－１８ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

800円～800円 0265-52-1811
又は 9時00分～19時00分の
間の7時間長野県飯田市

介護用品の販売、配
達

有限会社　かふね 長野県飯田市育良町２－２４－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 800円～800円 0265-25-7738

長野県飯田市
歯科衛生士 向井歯科医院 長野県飯田市鼎名古熊２０２０－６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,500円 0265-21-4011

長野県飯田市
販売員（コンビニエン
スストア）

セブンイレブン飯田白山
町店　（株式会社　ＷＡＩ
ＷＡＩ）

長野県飯田市白山町１丁目６４５６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 728円～1,000円 0265-52-2877
又は22時00分～ 3時00分の
間の2時間以上長野県飯田市

営業アシスタント 株式会社　三六組 長野県飯田市本町４丁目７番地２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 1,000円～1,100円 0265-22-4588
又は 9時30分～17時00分の
間の5時間長野県飯田市

プログラマー ロジカランド　株式会社 長野県飯田市上郷別府２６８２番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 750円～1,500円 0265-48-0589
又は 9時00分～18時00分の
間の4時間程度長野県飯田市

建築（ＣＡＤオペレー
ター）・事務補助【在宅
勤務】

小竹建設有限会社 長野県飯田市上郷黒田６７４－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-22-5243
又は 8時00分～16時00分の
間の5時間程度長野県飯田市

軽作業員（部品加工） 株式会社　しなの工業 長野県下伊那郡高森町下市田３１１１－１
（飯田精密株式会社　内）

雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-48-8833

長野県下伊那郡高森町


