
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) 8時15分～17時00分 准看護師

年齢不問 TEL
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20050- 6303281 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 70人 ）

パート労働者 20050- 6342781 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 19人 ）

パート労働者 20050- 6320081 就業場所
時給

59歳以下 (1)17時00分～21時15分

省令１号 TEL
（従業員数 72人 ）

パート労働者 20050- 6310881 就業場所
時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL (3)12時00分～21時00分
（従業員数 42人 ）

パート労働者 20050- 6334781 就業場所
時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1)12時00分～21時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 42人 ）

パート労働者 20050- 6335881 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～13時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20050- 6382981 就業場所
時給

不問 (1) 6時30分～ 8時30分
(2)10時30分～13時30分

年齢不問 TEL (3)16時00分～19時00分
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20050- 6308981 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 7時30分～16時30分

年齢不問 TEL (3) 8時00分～12時00分
（従業員数 42人 ）

パート労働者 20050- 6380381 就業場所
時給

不問 (1)18時00分～22時00分
(2)10時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20050- 6346081 就業場所
時給

18歳以上

省令２号 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 6345181 就業場所
時給

不問 (1)17時00分～22時00分
(2)11時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20050- 6347381 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 19人 ）

パート労働者 20050- 6321381 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 19人 ）

パート労働者 20050- 6323981 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 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL (3) 9時00分～15時30分
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20050- 6351881 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 56人 ）

パート労働者 20050- 6366581 就業場所
時給

18歳以上 (1)20時00分～23時30分

省令２号 TEL
（従業員数 60人 ）

パート労働者 20050- 6306381 就業場所

労災

雇用期間の定めなし 1,100円～1,100円 0265-22-8010

長野県飯田市

所在地・就業場所

看護師【正・準】（月・
水）

株式会社　なみき 長野県飯田市銀座３丁目７番地

生産管理、購買事務 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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

870円～870円 0265-27-3327
又は 8時10分～17時10分の
間の6時間以上長野県飯田市

梱包と出荷業務 有限会社　肉の鈴木屋 長野県飯田市南信濃和田１３４８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 820円～900円 0260-34-2222

長野県飯田市
レジ（１７：００～） 株式会社綿半ホームエ

イド　アップルロード店
長野県飯田市鼎名古熊２０８７ 労災

雇用期間の定めなし 930円～930円 0265-53-8845

長野県飯田市
介護スタッフ（特養）
【夜勤あり】

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～1,300円 0265-49-2022

長野県下伊那郡根羽村
介護スタッフ（特養）
【夜勤なし】

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～1,200円 0265-49-2022
又は15時00分～21時00分の
間の4時間以上長野県下伊那郡根羽村

介護職員（通所介護・
パート）

有限会社　わくわく 長野県飯田市松尾寺所７０４３－１ 労災

雇用期間の定めなし 876円～926円 0265-53-4335

長野県飯田市
調理員（パート） 学校法人　どんぐり向方

学園
長野県下伊那郡天龍村神原３９７４ 労災

雇用期間の定めなし 800円～800円 0260-32-3755

長野県下伊那郡天龍村
調理員（パート） 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 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～1,200円 0265-49-2022

長野県下伊那郡根羽村
調理補助（１８時～） 遊び処　かじか 長野県飯田市座光寺３３３３－２ 労災

雇用期間の定めなし 900円～900円 0265-53-5432

長野県飯田市
調理、接客スタッフ 三亀 長野県飯田市長姫町４番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-24-3048
又は17時00分～23時00分の
間の4時間以上長野県飯田市

配ぜん・接客 遊び処　かじか 長野県飯田市座光寺３３３３－２ 労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-53-5432

長野県飯田市
食肉製造（加工）業務 有限会社　肉の鈴木屋 長野県飯田市南信濃和田１３４８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 820円～900円 0260-34-2222

長野県飯田市
食肉製造（加工）と出
荷業務

有限会社　肉の鈴木屋 長野県飯田市南信濃和田１３４８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 820円～900円 0260-34-2222

長野県飯田市
組立・検査及び軽作業 株式会社　日本テクノス 長野県飯田市大久保町２６３５番地 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 854円～900円 0265-49-8235

長野県下伊那郡高森町
検査機器（産業用ＣＴ
スキャナ）オペレー
ター

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4時間以上

クリーンスタッフ 有限会社　新星商事 長野県飯田市中央通り４－４３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 795円～825円 0265-24-5715

長野県飯田市

    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8月17日 



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

    ハローワーク飯田 （飯田公共職業安定所） 
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◎ 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8月17日 

時給
59歳以下

省令１号 TEL
（従業員数 72人 ）

パート労働者 20050- 6311281 就業場所

売場管理 株式会社綿半ホームエ
イド　アップルロード店

長野県飯田市鼎名古熊２０８７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 820円～820円 0265-53-8845
又は 9時15分～21時00分の
間の6時間程度長野県飯田市


