
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)10時00分～14時30分

(2)17時00分～22時00分
年齢不問 TEL

（従業員数 5人 ）
パート労働者 20050- 4184851 就業場所

時給
不問 (1) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 4185651 就業場所
時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 7時00分～15時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20050- 4187151 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

年齢不問 TEL (3) 8時00分～16時00分
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 4193651 就業場所
時給 普通自動車免許二種

不問 (1)20時00分～ 3時00分
(2)20時00分～ 2時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20050- 4197351 就業場所
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時15分～17時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 4208951 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 0人 ）

パート労働者 20050- 4214651 就業場所
時給

不問 (1) 6時30分～ 9時00分
(2)16時00分～ 0時00分

年齢不問 TEL (3) 0時00分～ 9時00分
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 4224151 就業場所
時給

不問 (1) 6時30分～ 9時00分
(2)16時00分～ 0時00分

年齢不問 TEL (3) 0時00分～ 9時00分
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 4231951 就業場所
時給

59歳以下 (1) 7時00分～15時50分
(2) 8時50分～17時40分

省令１号 TEL (3)11時10分～20時00分
（従業員数 38人 ）

パート労働者 20050- 4234351 就業場所
時給

不問 (1) 6時30分～ 9時00分
(2)16時00分～ 0時00分

年齢不問 TEL (3) 0時00分～ 9時00分
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 4235251 就業場所
時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～19時00分
(2)13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- 4239851 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2) 9時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 4244551 就業場所
時給

不問 (1)13時30分～15時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 4247851 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～15時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 4252551 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 4253451 就業場所
時給

不問 (1)13時00分～19時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 4259051 就業場所

エステの施術と広報活
動

有限会社　丸徳小林商
店

長野県飯田市砂払町１丁目６９４－２ 労災

雇用期間の定めなし 750円～900円 0265-22-3278
又は10時00分～19時30分の
間の8時間程度

スチロールの加工（二
次加工）

松島産業株式会社 長野県飯田市常盤町３２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 780円～850円 0265-22-0989

長野県飯田市

プレス工 有限会社　村澤製作所
飯田工場

長野県飯田市川路４３２９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 750円～1,000円 0265-27-2501

病院内食器洗浄 モモザワ 長野県飯田市大瀬木１１９－７ 労災

雇用期間の定めなし 800円～850円 0265-25-5168

長野県飯田市

事務 株式会社　ダイマル 長野県飯田市桜町１丁目４８番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

800円～800円 0265-53-5555

長野県飯田市

リサイクルショップ店員 有限会社　ニュービジョ
ン

長野県飯田市北方２６２１－１０レジデンシ
ア北方１０１号

雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-25-0510

長野県飯田市

コンビニエンスストアー
接客業

ローソン　飯田鼎下山店 長野県飯田市鼎下山９１４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 780円～1,000円 0265-23-8086
又は 6時30分～ 0時00分の間
の4時間程度

介護職 社会福祉法人　愛知慈
恵会　ねばねの里　なご
み

長野県下伊那郡根羽村３０１５番地３６２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-49-2022

コンビニエンスストアー
接客業

ローソン　飯田バイパス
店

長野県飯田市鼎一色３９２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 780円～1,000円 0265-59-7511
又は 6時30分～ 0時00分の間
の4時間程度長野県飯田市

コンビニエンスストアー
接客業

「ローソン　飯田八幡町
店」（有限会社常盤屋商
店））

長野県飯田市八幡町２１５２－８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 780円～1,000円 0265-24-8860
又は 6時30分～ 0時00分の間
の4時間程度

トリマー 愛犬の美容室　たんぽぽ 長野県下伊那郡松川町元大島６００２－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 750円～750円 0265-36-6670
又は 9時00分～17時00分の
間の4時間以上長野県下伊那郡松川町

介護員 社会福祉法人　喬木村
社会福祉協議会

長野県下伊那郡喬木村６６７０番地１ 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 0265-33-4567

長野県下伊那郡喬木村

ドライバー（運転代行） シティー代行 長野県飯田市大瀬木４１０９－１ 労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,500円 0265-25-3900

長野県飯田市

清掃作業員（飯田荘） 有限会社　メンテナンス
矢澤

長野県飯田市松尾城４１２４－１ 労災

雇用期間の定めなし 730円～730円 0265-52-0129

長野県飯田市

温泉設備管理 株式会社　飯田水晶山
温泉ランド

長野県飯田市箱川３８６－１
伊那谷道中かぶちゃん村

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

800円～900円 0265-28-1755

長野県飯田市

（請）日常清掃　＊急
募＊

株式会社　ＢＩＳＯ　飯田
営業所
（元、（株）南信美装伊那
飯田営業所　）

長野県飯田市羽場坂町２３５１－３９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 728円～800円 0265-53-3911

長野県下伊那郡阿智村

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 090-7829-0557

所在地・就業場所

飲食店接客・ホールス
タッフ

和食処　仁科 長野県飯田市松尾町３丁目３

    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。 

  発行日：平成27年6月19日 
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時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20050- 4261551 就業場所
時給 薬剤師

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 4275151 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 15人 ）

パート労働者 20050- 4276051 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20050- 4281651 就業場所
時給 保育士

不問 (1) 7時30分～10時30分
(2)16時00分～19時00分

年齢不問 TEL (3) 8時30分～17時15分
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20050- 4286251 就業場所
その他

不問 (1)16時30分～18時00分
(2)18時00分～19時30分

年齢不問 TEL (3)19時40分～21時10分
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20050- 4287551 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 4290951 就業場所
時給

18歳以上 (1)21時00分～ 1時00分

省令２号 TEL
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20050- 4295551 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～17時10分
(2) 9時00分～16時10分

年齢不問 TEL (3) 9時00分～15時00分
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 4300551 就業場所
時給

不問 (1) 9時30分～14時30分
(2)17時00分～21時00分

年齢不問 TEL (3)19時00分～23時00分
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 4305951 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 40人 ）

パート労働者 20050- 4309251 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 4310751 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

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 4313951 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

年齢不問 TEL
（従業員数 32人 ）

パート労働者 20050- 4326551 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～10時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)15時00分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20050- 4328751 就業場所
時給

不問 (1) 9時30分～13時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 4329851 就業場所
時給

不問 (1)15時30分～23時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 56人 ）

パート労働者 20050- 4333251 就業場所

レジ係・商品陳列（１
５：００～２３：００

合同会社　西友飯田鼎
店

長野県飯田市鼎下山５５０ 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 0265-56-6011

長野県飯田市

【請】ビジネスホテルの
清掃

クボタ美装 長野県飯田市白山通り３－３７８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 840円～880円 090-2436-8341

長野県飯田市

【朝夕限定】運転手 株式会社みらい福祉会 長野県飯田市上郷飯沼３５１２－２２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 800円～900円 0265-52-1640

長野県飯田市

製造補助業務 株式会社　サンリエ 長野県飯田市座光寺５１５９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 830円～830円 0265-24-8880

長野県飯田市

寝具、インテリア製造
販売

有限会社　松尾製綿
（ぐー・すか・ぴー）

長野県下伊那郡豊丘村大字神稲３０２９９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 800円～900円 0265-35-3609
又は 8時30分～18時30分の
間の8時間程度長野県下伊那郡高森町

接客 有限会社　ひこばえ 長野県飯田市北方３０７５－１ 労災

雇用期間の定めなし 800円～900円 0265-48-5271
又は10時00分～20時30分の
間の4時間程度長野県飯田市

食料品研究開発事務
（豊丘工場）

丸昌稲垣株式会社 長野県下伊那郡豊丘村神稲９２６０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

760円～800円 0265-35-1228

長野県下伊那郡豊丘村

ホール・調理補助 食事・創作酒場　妃の鮎 長野県飯田市松尾上溝３０７３－１　卸売
会館１Ｆ

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-48-5173
又は 9時00分～21時00分の
間の5時間以上

歯ブラシの製造 株式会社　松川精機 長野県飯田市山本６７２２－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 830円～830円 0265-32-1553
又は 8時00分～17時10分の
間の6時間程度

接客　＊急募＊ ナイトパブ　蜩 長野県飯田市中央通り３丁目４番地　木下
ビル２Ｆ

雇用期間の定めなし 1,500円～3,800円 090-9680-4143

営業事務・テレアポ テレネット株式会社 長野県飯田市駄科１９５６－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-26-1855
又は 9時00分～17時00分の
間の3時間以上長野県飯田市

個別学習塾講師 明光義塾　飯田丸山教
室

長野県飯田市今宮町３－５ 労災

1,700円～1,900円

雇用期間の定めなし 1,133円～1,266円 0265-48-5544

長野県飯田市

保育業務 社会福祉法人　明星保
育園

長野県飯田市鼎切石３９２８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

950円～950円 0265-24-8020

マッサージ 株式会社　ミナミ 長野県飯田市松尾城４３２５ 雇用・労災・財
形

雇用期間の定めなし 850円～950円 0265-48-6625
又は10時00分～19時00分の
間の4時間以上長野県飯田市

営　業 日幸設備株式会社 長野県下伊那郡高森町山吹６００４－１ 雇用・労災・財
形

雇用期間の定めなし 1,000円～1,500円 0265-35-5177
又は 8時30分～18時00分の
間の5時間以上

薬剤師業務全般 有限会社　ネクスファー
（アサヒ薬局）

長野県飯田市上郷別府３３４５－７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 1,800円～1,800円 0265-52-3203
又は 9時00分～17時00分の
間の5時間程度

部品検査業務 株式会社　浜島精機 長野県飯田市山本４０７５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 800円～850円 0265-25-6289

長野県飯田市


