
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 看護師
不問 (1)14時30分～18時30分 准看護師

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 4674081 就業場所
時給 理学療法士

不問 (1) 9時00分～16時00分
(2) 8時30分～15時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 4601681 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 4人 ）

パート労働者 20050- 4719781 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 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- 4590781 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 普通自動車免許ＡＴ
(2) 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- 4678581 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 41人 ）

パート労働者 20050- 4730681 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20050- 4614881 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 4704181 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1)16時00分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)16時30分～19時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 4635681 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1)12時00分～19時00分
(2) 9時00分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 4707681 就業場所
時給 変形（１年単位）

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 65人 ）

パート労働者 20050- 4643981 就業場所
時給 普通自動車免許一種

18歳以上 (1)15時30分～ 9時00分 普通自動車免許ＡＴ

省令２号 TEL
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20050- 4710881 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1)13時00分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 60人 ）

パート労働者 20050- 4647881 就業場所
時給

不問 (1) 6時00分～ 9時00分
(2)16時30分～22時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 4743881 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 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 60人 ）

パート労働者 20050- 4681181 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 60人 ）

パート労働者 20050- 4646781 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 60人 ）

パート労働者 20050- 4591881 就業場所

レストラン担当 松川町役場
（信州まつかわ温泉　清
流苑）

長野県下伊那郡松川町大島２７８４－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 820円～1,000円 0265-36-2000
又は 9時00分～20時00分の
間の2時間以上長野県下伊那郡松川町

洗い場・調理場雑務 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・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

830円～870円 0265-43-3188

保育園給食調理員 松川町役場 長野県下伊那郡松川町元大島３８２３ 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 0265-36-7021

長野県下伊那郡松川町

接客・調理 エルボン商事有限会社 長野県飯田市育良町１丁目１４－７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 800円～850円 0265-25-1111

長野県飯田市

お風呂掃除係 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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～850円 0265-43-3188

長野県下伊那郡阿智村

夜間専門生活支援員 社会福祉法人　親愛の
里

長野県下伊那郡松川町元大島１５９３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

950円～950円 0265-34-7120

長野県下伊那郡松川町

介護職（パート） 医療法人　山力会　菅沼
病院

長野県飯田市鼎中平１９７０ 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～1,100円 0265-22-0532
又は 8時15分～17時15分の
間の6時間程度長野県飯田市

ルート営業（パート） 有限会社　うめのや 長野県下伊那郡高森町下市田２９６４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 900円～1,100円 0265-35-2034

ガソリンスタンドサービ
ス

長豊建設　株式会社 長野県飯田市座光寺５５５８－１ 労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-52-1616

長野県飯田市

菓子の販売および包
装

菓匠　赤門や 長野県飯田市鼎上山１４５３－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 800円～800円 0265-52-1483

長野県飯田市

銘店売り場・サービス
カウンター　販売員

イオンリテール株式会社
（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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

830円～930円 0265-38-3031
又は13時00分～21時00分の
間の5時間程度長野県飯田市

水引製品の検品及び
箱詰・出荷業務

株式会社　神明堂 長野県飯田市鼎名古熊２３２５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

800円～850円 0265-22-1771

長野県飯田市

一般事務 さくら管理有限会社　遊
星館

長野県下伊那郡売木村４５－７１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,200円 090-7406-9130

長野県飯田市

経理事務員 社会福祉法人　希望の
虹　　いずみの家

長野県飯田市今宮町４－５６０９－２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

800円～850円 0265-52-2458

長野県飯田市

ホームページ管理 株式会社　長野トータル
メディア　ＷＥＢＱＵＥＳＴ

長野県飯田市高羽町１丁目４番地１レジデ
ンス高羽１０２

雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

900円～1,200円 0265-21-5115
又は 9時30分～18時00分の
間の4時間以上長野県飯田市

訪問リハビリ（わか葉） 有限会社　わくわく 長野県飯田市松尾寺所７０４３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,250円～1,450円 0265-53-4335

長野県飯田市

所在地・就業場所

看護師 松村内科クリニック 長野県飯田市松尾代田１６０３－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,100円～1,300円 0265-23-6822

    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)10時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 4627681 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 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 10人 ）

パート労働者 20050- 4716981 就業場所
時給

不問 (1)17時30分～22時00分
(2)10時00分～14時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 4780381 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- 4653481 就業場所
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 4697781 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～15時00分
(2) 8時00分～12時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 4593181 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～12時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 4612481 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 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 55人 ）

パート労働者 20050- 4607281 就業場所
時給

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 4679481 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 10人 ）

パート労働者 20050- 4589981 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 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 130人 ）

パート労働者 20050- 4688781 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～ 9時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)15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- 4588681 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～12時30分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 4786881 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～12時00分

年齢不問 TEL (3)13時00分～17時00分
（従業員数 74人 ）

パート労働者 20050- 4690181 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時20分～14時35分

年齢不問 TEL
（従業員数 300人 ）

パート労働者 20050- 4680281 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- 4761181 就業場所
時給

不問 (1) 8時30分～11時00分
(2)17時30分～20時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 4756681 就業場所

洗い場係 株式会社　はなや（ホテ
ルはなや）

長野県下伊那郡阿智村智里５３０－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,100円 0265-43-2700

長野県下伊那郡阿智村

煮豆箱詰め 株式会社　春月 長野県飯田市常盤町４０番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 800円～800円 0265-25-0122
又は 9時00分～17時30分の
間の4時間以上長野県飯田市

製造補助（パート） 旭松食品株式会社 長野県飯田市駄科１００８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

810円～810円 0265-26-9031

長野県飯田市

クリーニング集配業務 企業組合　アップル工房
イイダ

長野県飯田市座光寺１３５１－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-56-1155
又は 7時00分～17時00分の
間の4時間程度

配達、集配 サンライズ　Ｄ・Ｌ 長野県飯田市鼎切石４３５８－３ 労災

雇用期間の定めなし 800円～1,000円 0265-52-4618

長野県飯田市

送迎 株式会社　こもれび 長野県下伊那郡松川町上片桐４０２７－３
３－２

雇用・労災

雇用期間の定めなし 800円～800円 0265-48-5927

長野県下伊那郡松川町

製造業務 株式会社　協和精工 長野県下伊那郡高森町山吹１６４６番地５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 800円～900円 0265-35-8288
又は 8時05分～17時10分の
間の6時間程度長野県下伊那郡高森町

ペットフード製造 株式会社　こもれび 長野県下伊那郡松川町上片桐４０２７－３
３－２

雇用・労災

雇用期間の定めなし 800円～900円 0265-48-5927

長野県下伊那郡松川町

惣菜の製造、販売 株式会社　圭 長野県飯田市中村６７０－４４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～880円 090-3083-4780

長野県飯田市

鋳造製品の仕上げ作
業

株式会社　ＪＭＣ 飯田市川路７５０２－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～950円 045-477-5751
又は 8時00分～19時30分の
間の5時間程度

きのこ種菌検査業務 みなみ信州農業協同組
合

長野県飯田市鼎東鼎２８１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

830円～830円 0265-25-6840
又は 9時00分～15時00分の
間の3時間以上長野県飯田市

きのこの収穫作業 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 800円～870円 0260-27-2289

長野県下伊那郡下條村

花き販売及び栽培 有限会社　フロールまつ
かわ

長野県下伊那郡松川町元大島３４８６－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 800円～850円 090-3440-1531

長野県下伊那郡松川町

フロント事務 株式会社　はなや（ホテ
ルはなや）

長野県下伊那郡阿智村智里５３０－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-43-2700
又は 9時00分～15時00分の
間の5時間程度長野県下伊那郡阿智村

飲食店接客・ホールス
タッフ
【急募】

和食処　仁科 長野県飯田市松尾町３丁目３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-48-6968

長野県飯田市

ホール・喫茶補助 陶工房　空　川楽屋　（Ｇ
ｒｏｕｎｄ　Ｃｕｉｓｉｎｅ　川楽
屋）

長野県飯田市上郷別府２９２－３２１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 820円～900円 0265-23-5033

長野県飯田市

接客（１０時～１５時）
（レストラン）

株式会社　丸中中根園 長野県飯田市鼎中平２８８５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-52-1331

長野県飯田市


