
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
18歳以上 (1) 5時00分～ 8時00分

(2)17時00分～22時00分
省令２号 TEL

（従業員数 11人 ）
パート労働者 20050- 3998451 就業場所

時給
59歳以下 (1) 9時00分～19時00分

省令１号 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 4001551 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1)22時00分～ 7時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 4016051 就業場所
時給 ホームヘルパー２級

64歳以下 (1) 9時00分～12時30分 普通自動車免許ＡＴ

省令１号 TEL
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 4017351 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 3人 ）

パート労働者 20050- 4022951 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- 4023151 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 34人 ）

パート労働者 20050- 4027551 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 27人 ）

パート労働者 20050- 4030951 就業場所
時給 原動機付自転車免許

不問 (1)10時00分～18時00分 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- 4130551 就業場所
時給 薬剤師

不問 (1) 9時00分～12時30分 普通自動車免許一種

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 4137051 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～12時45分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 4140751 就業場所
時給

不問 (1)11時45分～21時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 32人 ）

パート労働者 20050- 4032051 就業場所 確定拠出年金
時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20050- 4042251 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～16時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 27人 ）

パート労働者 20050- 4046851 就業場所
時給 ホームヘルパー２級

不問 (1) 7時30分～ 9時30分 看護師
(2)15時00分～18時30分 保育士

年齢不問 TEL
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20050- 4061851 就業場所
時給 看護師

不問 (1) 8時30分～12時00分 准看護師
(2) 8時30分～15時00分

年齢不問 TEL (3) 8時30分～16時00分
（従業員数 68人 ）

パート労働者 20050- 4071951 就業場所
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)16時00分～22時00分
(2)10時00分～21時00分

年齢不問 TEL (3)10時00分～18時00分
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 4074351 就業場所

東進衛星予備校の受
付業務・チユーター

株式会社　りあらいず 飯田市上郷黒田３５８－５ 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～1,350円 0265-53-8739

看護職【急募】 飯田市役所 長野県飯田市大久保町２５３４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

900円～990円 0265-53-6048

長野県飯田市

児童指導員（みらいデ
イ飯田・みらいこども
発達センター）

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 900円～900円 0265-52-1640
又は 9時00分～19時00分の
間の2時間以上長野県飯田市

自動販売機フォロース
タッフ

株式会社　外　松 長野県飯田市松尾上溝３０１４－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 800円～800円 0265-22-2750

販売・事務 宮崎商事株式会社 長野県飯田市山本９５１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 750円～850円 0265-25-3713

長野県飯田市

衣料品の販売 ユニクロ飯田店 飯田市鼎名古熊２５０５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

950円～1,350円 0265-56-2780

アシスタント（整骨院）
（急募）

富起鍼灸接骨院 長野県飯田市上郷黒田１６３７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 830円～830円 0265-52-1533

長野県飯田市

薬剤師 有限会社　イサワ薬局 長野県下伊那郡松川町元大島１４６８－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 3,000円～3,000円 0265-36-2009

長野県下伊那郡松川町

小売販売・飲食 株式会社　ＮＯＭＡＤ 長野県飯田市本町１－１２　中村ビル１Ｆ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

800円～800円 080-5109-8988

長野県飯田市

営業スタッフ
（サンプルの配布と説
明）

株式会社マルエー　飯田
営業所

長野県飯田市上郷飯沼３６９８－２ 労災

雇用期間の定めなし 900円～1,100円 0265-56-8739
又は 9時45分～20時00分の
間の3時間程度長野県飯田市

鶏卵の選別作業 ヤマギシズム生活飯田
実顕地農事組合法人

長野県飯田市龍江１９１１ 労災

雇用期間の定めなし 800円～800円 0265-27-4192
又は 9時00分～11時30分の
間の2時間程度長野県飯田市

調理・接客 株式会社　ゴールデン・
グループ

長野県飯田市松尾代田１４５５－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 090-3148-1307
又は18時00分～ 0時00分の
間の3時間以上長野県飯田市

観光果樹園の果物生
産栽培管理及び販売

フルーツファーム　ヨネヤ
マ

長野県下伊那郡松川町上片桐２２１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

800円～900円 090-4068-6429
又は 5時00分～19時00分の
間の4時間以上長野県下伊那郡松川町

介護職員《急募》 社会福祉法人　一陽会 長野県飯田市北方３３６９－１ 労災

雇用期間の定めなし 800円～800円 0265-48-0115

長野県飯田市

成形品の組立および
検査

田中モ－ルド 長野県飯田市千栄３０５２ 雇用・労災・財
形

雇用期間の定めなし 1,000円～1,100円 0265-59-2609

販売・包装 シャディ新栄株式会社
飯田店

長野県飯田市鼎一色６２－１ 労災

雇用期間の定めなし 730円～800円 0573-67-8775
又は 9時00分～19時00分の
間の7時間程度長野県飯田市

労災

雇用期間の定めなし 728円～728円 0265-36-6733

長野県下伊那郡松川町

所在地・就業場所

コンビニ販売業務（松
川町役場前店）

有限会社　矢倉商事 長野県下伊那郡松川町元大島１２５９

    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 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時10分～17時10分

年齢不問 TEL
（従業員数 65人 ）

パート労働者 20050- 4077451 就業場所
時給

不問 (1)18時00分～22時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 21人 ）

パート労働者 20050- 4097951 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 1人 ）

パート労働者 20050- 4098151 就業場所
時給

不問 (1) 8時40分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 29人 ）

パート労働者 20050- 4099051 就業場所 厚生年金基金
時給

不問 (1)18時00分～22時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 4109751 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 8人 ）

パート労働者 20050- 4111151 就業場所
時給

不問 (1) 8時30分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 4118851 就業場所
時給

不問 (1)10時00分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20050- 4119651 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 43人 ）

パート労働者 20050- 4131451 就業場所
時給 珠算能力検定（３級）

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20050- 4139251 就業場所
時給 交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 6時00分～12時00分
(2) 9時00分～13時00分

年齢不問 TEL (3)16時00分～21時00分
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 4146351 就業場所 厚生年金基金
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～14時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)15時30分～19時30分

年齢不問 TEL (3) 8時30分～17時30分
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20050- 4148551 就業場所
時給 大型特殊自動車一種

不問 (1) 7時15分～ 9時00分
(2)15時30分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 4152151 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 40人 ）

パート労働者 20050- 4161051 就業場所
時給 交替制あり

不問 (1) 7時00分～13時30分
(2)11時30分～14時00分

年齢不問 TEL (3)14時30分～21時00分
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20050- 4173451 就業場所
時給

64歳以下 (1) 9時00分～15時00分

省令１号 TEL
（従業員数 36人 ）

パート労働者 20050- 4176651 就業場所
時給

不問 (1)20時00分～ 0時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 60人 ）

パート労働者 20050- 4177951 就業場所

軽食・スナック店業務 有限会社ホテル恵山 長野県下伊那郡阿智村智里４０７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,300円 0265-43-3188

ハウスキーパー＊急
募＊

ホテル　ルートイン飯田 長野県飯田市育良町２－３－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 780円～780円 0265-25-1622

接客サービス ひるがみ温泉　株式会社
（石苔亭いしだ）

長野県下伊那郡阿智村智里３３２－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 750円～900円 0265-43-3300

長野県下伊那郡阿智村

配送業務 有限会社マルエー食品 長野県飯田市上郷飯沼３６４９－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-24-0234

長野県飯田市

送迎運転手 社会福祉法人　あゆみ
会　あゆみ園

長野県飯田市下久堅南原８０３－１０ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1,000円～1,000円 0265-28-8120

長野県飯田市

介護職 特定非営利活動法人
ひだまり

長野県飯田市駄科１０４６番地３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 800円～1,000円 0265-26-8641

長野県飯田市

旅館業務全般　＊急
募＊

有限会社　多田 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原１９７２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 875円～875円 0265-39-2528
又は 6時00分～21時00分の
間の8時間長野県下伊那郡大鹿村

珠算塾のアシスタント ＰＣあんざん教室 長野県下伊那郡高森町下市田２０５３－１ 労災

雇用期間の定めなし 1,000円～2,000円 0265-35-1579
又は15時30分～19時00分の
間の3時間程度長野県下伊那郡高森町

自動車部品製造 丸宮産業有限会社 長野県下伊那郡下條村睦沢８７６９－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 750円～800円 0260-27-1000
又は 8時30分～17時00分の
間の5時間以上長野県下伊那郡下條村

事務 株式会社　ウェブウェア 長野県飯田市東中央通５丁目８０－２　仁
科ビル２階

労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-48-0491

長野県飯田市

果物・野菜の包装 飯田パッケージ 長野県飯田市松尾上溝２９１０－２９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 730円～800円 0265-24-8687
又は 8時30分～17時00分の
間の7時間以上

販売・レジ・商品陳列 みなみ信州農業協同組
合

長野県飯田市北方３８５２－２２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～850円 0265-34-1256
又は 9時00分～18時00分の
間の4時間以上長野県下伊那郡松川町

ホールスタッフ だいこく家飯田店 長野県飯田市鼎上山３６５１ 労災

雇用期間の定めなし 800円～900円 0265-53-8929

食品香料の製造 コーケン香料株式会社
伊那工場

長野県下伊那郡松川町元大島２９０６－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 830円～830円 0265-36-6200

営業事務（不動産） イエステート株式会社 飯田市羽場町２丁目９番地８

雇用期間の定めなし 800円～1,200円 0265-24-8587

長野県飯田市

キッチン（かなえ茶屋） 株式会社　エムホール
ディングス

長野県下伊那郡高森町下市田３１２３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 800円～1,100円 0265-22-8188

長野県飯田市

精密金属部品の製造
補助

株式会社　ＬＡＤＶＩＫ　飯
田工場

長野県飯田市龍江６７１９ 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～830円 0265-27-3327

長野県飯田市


