
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 薬剤師
不問

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 5647781 就業場所
時給 保育士

不問 (1) 9時00分～17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- 5556681 就業場所
時給 保育士

不問 (1) 8時00分～16時00分
(2) 8時00分～16時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20050- 5609381 就業場所
時給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 4時00分～ 6時00分

省令２号 TEL
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 5667081 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20050- 5599681 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20050- 5598381 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- 5636581 就業場所
時給

18歳以上 (1)19時00分～ 0時00分

省令２号 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 5558581 就業場所
時給

不問 (1)17時00分～20時00分
(2) 8時00分～12時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 5559481 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 7人 ）

パート労働者 20050- 5560281 就業場所
時給 交替制あり

18歳以上 (1)16時00分～20時30分
(2) 6時30分～ 9時00分

省令２号 TEL (3) 7時00分～13時00分
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 5593781 就業場所
時給 交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時15分～18時15分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時30分～18時30分

年齢不問 TEL (3) 7時30分～16時30分
（従業員数 57人 ）

パート労働者 20050- 5644981 就業場所
時給 美容師

不問 (1) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20050- 5650381 就業場所
時給 美容師

不問 管理理容師

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 5681281 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 5566581 就業場所
時給

不問 (1) 6時00分～10時00分
(2)14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- 5676381 就業場所
時給

不問 (1) 7時00分～10時00分
(2)10時30分～14時30分

年齢不問 TEL (3)16時30分～21時00分
（従業員数 112人 ）

パート労働者 20050- 5600681 就業場所

レストラン接客係 株式会社マイハウス社
湯多利の里　伊那華

長野県下伊那郡阿智村智里５０３－２９４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,100円 0265-43-2811

長野県下伊那郡阿智村

調理係【パート】 有限会社　ななすぎ（介
護支援センターななす
ぎ）

下伊那郡松川町元大島２００２番地の２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

800円～900円 0265-36-7732

調理・調理補助（金・
土）

スペインバル　マージ 長野県飯田市江戸町４丁目－２８２－１－
３

労災

雇用期間の定めなし 900円～1,100円 0265-53-2139
又は18時30分～21時30分の
間の2時間以上長野県飯田市

美容師・理容師 ｈａｉｒ　ＨＡＮＤ 長野県飯田市曙町８７－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 800円～1,000円 0265-24-5548
又は 9時00分～19時00分の
間の5時間以上長野県飯田市

スタイリスト 美容室　ハール 長野県飯田市鼎西鼎５９１－８ 労災

雇用期間の定めなし 800円～1,000円 0265-48-6040
又は 9時00分～20時00分の
間の6時間程度長野県飯田市

介護員（特養） 社会福祉法人阿智村社
会福祉協議会

長野県下伊那郡阿智村駒場４８３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

870円～920円 0265-43-2891

長野県下伊那郡阿智村

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

ガソリンスタンド販売
員　　　　（パート・アル
バイト）

飯田石油販売　株式会
社

長野県飯田市上殿岡５３８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

950円～950円 0265-22-3844

長野県飯田市

ガソリンスタンド販売
員　　（パート・アルバ
イト）

飯田石油販売　株式会
社

長野県飯田市上殿岡５３８ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1,000円～1,000円 0265-22-3844

長野県飯田市

ガソリンスタンド販売
員　　　　（パート・アル
バイト）

飯田石油販売　株式会
社

長野県飯田市上殿岡５３８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

950円～950円 0265-22-3844

長野県飯田市

衣料品売り場　販売員
（９：００～１５：００）

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～830円 0265-38-3031
又は 9時00分～15時00分の
間の5時間程度長野県飯田市

店舗フロアスタッフ（グ
ロサリー）

株式会社　長野県Ａ・
コープ　Ａ・コープラックあ
ち店

長野県下伊那郡阿智村春日３２２０ 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 0265-43-2003
又は 8時30分～18時00分の
間の7時間程度長野県下伊那郡阿智村

店舗フロアスタッフ
（チェッカー）

株式会社　長野県Ａ・
コープ　Ａ・コープラックあ
ち店

長野県下伊那郡阿智村春日３２２０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

820円～820円 0265-43-2003
又は 7時30分～20時00分の
間の7時間程度長野県下伊那郡阿智村

商品の仕分け検品作
業

城南運送　株式会社 長野県飯田市松尾上溝５９４９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～900円 0265-24-5366

長野県飯田市

保育士 飯田子供の園保育園 長野県飯田市馬場町３－５０３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

930円～930円 0265-22-1389

長野県飯田市

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

雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,600円～2,200円 0265-34-1372
又は 9時00分～13時00分の
間の4時間程度長野県下伊那郡松川町

所在地・就業場所

薬　剤　師 有限会社　遠山調剤
（アップル薬局）

長野県下伊那郡松川町元大島３２６６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。 

  発行日：平成30年7月20日 
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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- 5573681 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 66人 ）

パート労働者 20050- 5564681 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- 5641081 就業場所
時給 準中型自動車免許

不問 中型自動車免許一種

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 5655781 就業場所
時給

不問 (1)13時00分～14時00分
(2)15時30分～16時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 5682181 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20050- 5596181 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20050- 5597081 就業場所
時給

不問 (1) 7時00分～12時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 150人 ）

パート労働者 20050- 5679581 就業場所

販売（農産） 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 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

830円～930円 0265-38-3031

長野県飯田市

店舗フロアスタッフ（惣
菜）

株式会社　長野県Ａ・
コープ　Ａ・コープラックあ
ち店

長野県下伊那郡阿智村春日３２２０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

830円～830円 0265-43-2003
又は 7時30分～18時00分の
間の7時間程度長野県下伊那郡阿智村

店舗フロアスタッフ（畜
産）

株式会社　長野県Ａ・
コープ　Ａ・コープラックあ
ち店

長野県下伊那郡阿智村春日３２２０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

830円～830円 0265-43-2003
又は 7時30分～18時00分の
間の7時間程度長野県下伊那郡阿智村

清掃（トイレ清掃） 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 1,100円～1,100円 0265-23-0353

長野県下伊那郡豊丘村

２ｔ車運転手＊急募＊ マルモ運輸株式会社　飯
田営業所

長野県飯田市座光寺６６２８－１６４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-53-1023
又は 6時00分～17時00分の
間の6時間程度長野県飯田市

自動車整備および配
送

スズキオートカヤマ 長野県下伊那郡松川町大島４７２－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～900円 0265-34-0810
又は 9時30分～19時00分の
間の5時間程度長野県下伊那郡松川町

製造 日邦電機株式会社　長
野工場

長野県下伊那郡松川町元大島２９５４－６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

854円～854円 0265-36-3131

長野県下伊那郡松川町

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 875円～1,200円 0265-28-2393

長野県飯田市


