
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 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 8時00分～16時30分

(2)16時00分～ 0時00分
省令２号 TEL

（従業員数 10人 ）
パート労働者 20050- 4490751 就業場所

時給
不問 (1) 9時30分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 36人 ）

パート労働者 20050- 4492651 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 4498551 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～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 4502551 就業場所
時給

不問 (1)11時45分～20時15分
(2)15時00分～20時15分

年齢不問 TEL (3)10時45分～20時00分
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20050- 4504751 就業場所
時給 交替制あり

不問 (1) 7時00分～11時30分
(2)17時00分～21時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 4515651 就業場所
時給 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)17時00分～ 0時00分

省令２号 TEL
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 4518051 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 臨床心理士

年齢不問 TEL
（従業員数 79人 ）

パート労働者 20050- 4524951 就業場所
時給

不問 (1) 8時15分～14時45分

年齢不問 TEL
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20050- 4532951 就業場所
時給

不問 (1)22時00分～ 6時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20050- 4534051 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

年齢不問 TEL (3) 8時00分～17時00分
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20050- 4538451 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～11時00分
(2)11時00分～14時00分

年齢不問 TEL (3)17時00分～21時00分
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 4540951 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

年齢不問 TEL
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20050- 4541151 就業場所
時給 保育士

不問 (1) 8時30分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 36人 ）

パート労働者 20050- 4544251 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1)11時00分～13時00分
(2)12時00分～14時00分

年齢不問 TEL (3)13時00分～15時00分
（従業員数 37人 ）

パート労働者 20050- 4546451 就業場所
時給

59歳以下 (1) 9時00分～16時00分

省令１号 TEL
（従業員数 100人 ）

パート労働者 20050- 4553551 就業場所
時給

不問 (1) 9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- 4556851 就業場所

漬物加工
（９：００～１７：００）

有限会社　信濃食品 長野県飯田市嶋１０２－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 750円～750円 0265-26-7111

長野県飯田市

食品・生活用品担当 アピタ　高森店 長野県下伊那郡高森町山吹４５１５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 790円～990円 0265-35-9211

長野県下伊那郡高森町

駐車場交通誘導警備 あんしんネットワーク信
州　有限会社

長野県飯田市座光寺３６９３－６ 労災

雇用期間の定めなし 1,200円～1,263円 0265-35-6367
又は 9時00分～16時00分の
間の2時間

保育士（８：３０～１６：
００）

社会福祉法人　伊賀良
保育園

長野県飯田市大瀬木１１０３番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

900円～1,000円 0265-25-7123

ルート配送及び商品
の管理

有限会社　臼井農園 長野県飯田市三日市場９６４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 800円～900円 0265-25-7256

厨房洗い場 株式会社　峡泉 長野県飯田市川路４９４２－２ 労災

雇用期間の定めなし 730円～800円 0265-27-3332

ビル清掃・メンテナン
スの営業

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 850円～1,000円 0265-52-0129

長野県飯田市

販売員（深夜） セブンイレブン飯田切石
店（澤屋酒店）

長野県飯田市鼎切石４３３６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-52-2368

長野県飯田市

きのこの収穫 丸武鉄工　株式会社
（きのこ部）

長野県飯田市上郷別府１７６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 780円～790円 0265-22-5161

長野県飯田市

臨床心理士（心理相談
員）

松川町役場 長野県下伊那郡松川町元大島３８２３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1,250円～1,250円 0265-36-7021
又は 8時30分～17時15分の
間の4時間以上長野県下伊那郡松川町

パチンコホールスタッ
フ

株式会社　ニュー京楽 長野県飯田市上郷別府１４２７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 1,200円～1,300円 0265-24-3200

接客係 尾張旭市　保養センター
尾張あさひ苑

長野県下伊那郡阿智村智里３３１－７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-43-3180

長野県下伊那郡阿智村

靴販売スタッフ 株式会社　シューマート
飯田インター店

長野県飯田市鼎名古熊２１３５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 780円～900円 0265-21-1571

ドライフルーツの製造 南信州菓子工房　株式
会社

長野県下伊那郡阿智村春日３２９１番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 790円～850円 0265-43-5211

長野県下伊那郡阿南町

事務作業・電話対応業
務

株式会社エディオン　飯
田サービスセンター

長野県飯田市駄科１８３４－１ 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 0265-26-3261
又は 9時30分～19時30分の
間の5時間以上

【期】非常勤職員 飯田公共職業安定所（ハ
ローワーク飯田）

長野県飯田市大久保町２６３７－３ 雇用・公災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

844円～844円 0265-24-8609

長野県飯田市

雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,875円 0265-22-8802
又は 8時00分～ 0時00分の間
の4時間以上長野県飯田市

所在地・就業場所

ホールサービス・カウ
ンターサービス

株式会社　サキマン 長野県飯田市鼎上山３７２９番地１

    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) 8時30分～14時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 36人 ）

パート労働者 20050- 4559151 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 36人 ）

パート労働者 20050- 4567051 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 4568351 就業場所
時給 ホームヘルパー２級

不問 (1)16時00分～21時00分 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 36人 ）

パート労働者 20050- 4573951 就業場所
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 介護福祉士
ホームヘルパー２級

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20050- 4577251 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

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 4582151 就業場所
時給

不問 (1) 8時15分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 59人 ）

パート労働者 20050- 4585251 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 16人 ）

パート労働者 20050- 4589851 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～11時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20050- 4591051 就業場所
時給 保育士

不問 (1) 9時00分～16時00分
(2) 8時30分～16時00分

年齢不問 TEL (3)13時00分～19時00分
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20050- 4601751 就業場所
時給 歯科衛生士

不問 (1) 9時00分～17時00分
(2)17時00分～19時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 4607351 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 67人 ）

パート労働者 20050- 4613151 就業場所
時給

不問 (1)10時00分～13時00分
(2)13時00分～16時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 4621151 就業場所
時給

不問 (1)11時00分～17時00分
(2)17時00分～23時00分

年齢不問 TEL (3)17時00分～ 0時00分
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 4626451 就業場所
時給 変形（１年単位）

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20050- 4627751 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20050- 4637651 就業場所
時給 看護師

不問 (1) 8時30分～16時30分 准看護師

年齢不問 TEL
（従業員数 387人 ）

パート労働者 20050- 4638951 就業場所

看護師・准看護師 社会医療法人　健和会 長野県飯田市鼎中平１９３６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1,428円～1,696円 0265-23-3116

長野県飯田市

半生菓子製造工 別所製菓　有限会社 長野県飯田市松尾上溝２９１０－２７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 780円～780円 0265-52-6403

長野県飯田市

モーター組立 有限会社　サカエ 長野県下伊那郡松川町上片桐１４－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 770円～850円 0265-37-3318
又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度長野県下伊那郡松川町

フロント業務 新飯田　オークラボウル 長野県飯田市東中央通り３２９７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 800円～850円 0265-23-3619
又は17時30分～21時30分の
間の4時間以上長野県飯田市

レジスタッフ　＊急募
＊

有限会社赤いりんご 長野県飯田市育良町１－２－１ 労災

雇用期間の定めなし 800円～800円 0265-28-2760

長野県飯田市

生活支援員 社会福祉法人　明星会
明星学園

長野県飯田市駄科２２５０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 820円～870円 0265-26-9456
又は 8時30分～17時30分の
間の6時間程度長野県飯田市

歯科衛生士 医療法人明愛会　西島
歯科医院

長野県下伊那郡喬木村８６９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 1,200円～1,800円 0265-33-3118

長野県下伊那郡喬木村

保育士 社会福祉法人　松美会
時又保育園

長野県飯田市時又３２９番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

930円～1,000円 0265-26-9208

長野県飯田市

清掃 ジャーナル商事　株式会
社

長野県飯田市高羽町３－１－１１ 労災

雇用期間の定めなし 800円～800円 0265-23-0353

長野県飯田市

機械加工および組立 有限会社　三笠エンジニ
アリング

長野県飯田市北方１３６－１２ 労災

雇用期間の定めなし 750円～1,500円 0265-23-4766
又は 8時30分～17時30分の
間の6時間程度長野県飯田市

電球組立・検査 日星工業株式会社　飯
田工場

長野県下伊那郡豊丘村大字神稲３２７１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

880円～880円 0265-35-3151

長野県下伊那郡豊丘村

精肉の加工・販売・配
達

有限会社　内村商店 長野県下伊那郡高森町上市田４６２番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-35-2219

訪問介護 ライフフォース信州　合
同会社

長野県飯田市丸山町四丁目５５２９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～1,200円 0265-55-3069
又は 7時00分～22時00分の
間の1時間以上長野県飯田市

グループホームの生
活支援員

社会福祉法人　アンサン
ブル会

長野県下伊那郡松川町元大島１３３９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,200円～1,200円 0265-34-0226

長野県下伊那郡松川町

調理係・接客係 このんこぴあ 長野県飯田市座光寺４５９８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 800円～1,125円 0265-53-3909
又は 8時00分～ 0時00分の間
の4時間以上

製造部員 丸大食品工業株式会社 長野県飯田市松尾寺所７３３８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 750円～850円 0265-23-2133
又は 8時00分～17時00分の
間の7時間程度

給食調理 社会福祉法人　伊賀良
保育園

長野県飯田市大瀬木１１０３番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～900円 0265-25-7123


