
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30分～17時30分 准看護師

(2) 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 5人 ）
パート労働者 20050- 7242381 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時45分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 7225381 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

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 7382581 就業場所
時給 幼稚園教諭免許

59歳以下 (1)16時30分～18時30分 保育士

省令１号 TEL
（従業員数 23人 ）

パート労働者 20050- 7386281 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 50人 ）

パート労働者 20050- 7263781 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～12時00分

年齢不問 TEL (3)14時30分～19時00分
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 7351781 就業場所
時給 変形（１年単位）

不問 (1) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20050- 7275081 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 70人 ）

パート労働者 20050- 7369781 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 10人 ）

パート労働者 20050- 7238781 就業場所
時給

59歳以下 (1) 9時30分～17時15分
(2)12時30分～20時15分

省令１号 TEL
（従業員数 100人 ）

パート労働者 20050- 7321081 就業場所
時給 交替制あり 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 13人 ）

パート労働者 20050- 7227981 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 3人 ）

パート労働者 20050- 7309481 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 21人 ）

パート労働者 20050- 7312081 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 123人 ）

パート労働者 20050- 7234681 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 7337281 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- 7229481 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
(2)13時30分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 7352881 就業場所

雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,100円～1,200円 0265-53-4335

長野県飯田市

所在地・就業場所

看護職員 有限会社　わくわく 長野県飯田市松尾寺所７０４３－１

指導員（エコール親
愛）

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・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

870円～870円 0265-34-7120

長野県下伊那郡松川町
作業員兼支援員（パー
ト）

特定非営利活動法人　く
れよん

長野県飯田市宮ノ上３９２３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 860円～860円 0265-56-9056

長野県飯田市
保育教諭（延長保育） 学校法人マリア学園　聖

クララ幼稚園
長野県飯田市松尾代田１４２０－１ 労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-22-2916

長野県飯田市
受付・事務スタッフ 株式会社いとう（アイ・

ホールいとう）
長野県飯田市鼎中平２８２０ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 800円～900円 0265-23-1000

長野県飯田市
受付・その他補助業務
（パート）

関口接骨院 長野県飯田市鼎下山６８５ 労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-22-9111

長野県飯田市
ネット販売と店舗対面
販売

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・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 840円～900円 0260-34-2222

長野県飯田市
電話受発信コミュニ
ケーター（パート）

株式会社テレネット　長
野コンタクトセンター

長野県飯田市鼎名古熊２６０６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-21-7222
又は10時00分～18時00分の
間の5時間程度長野県飯田市

レジ・商品荷出し・整理 有限会社　佐々木金物
店

長野県飯田市鼎下山１０９５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 090-1435-0019
又は 8時30分～17時00分の
間の4時間以上長野県飯田市

食品レジ担当 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 840円～1,040円 0265-35-9211

長野県下伊那郡高森町
園芸小売売場スタッフ エスパス 長野県飯田市上殿岡　９００－１ 労災

雇用期間の定めなし 821円～850円 0265-52-4187
又は 9時00分～18時00分の
間の3時間以上長野県飯田市

店舗スタッフ 株式会社　ミヤウチ 長野県飯田市松尾明７５８７－２ 雇用・労災・財
形

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～1,000円 0265-24-5511

長野県飯田市
社宅管理 有限会社　ナカタ商事 長野県飯田市松尾代田８６２－４ 労災

雇用期間の定めなし 1,200円～1,400円 0265-23-1558
又は13時00分～16時00分の
間の2時間程度長野県飯田市

介護助手（パート）
【グループホーム】

介護老人保健施設　円
会センテナリアン

長野県下伊那郡高森町牛牧２４６８－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 920円～980円 0265-34-2525
又は 8時00分～19時00分の
間の2時間以上長野県下伊那郡高森町

美容師・スタイリストお
よびアシスタント

（株）Ｚｅｎｓｈｉｎ　美容室ｉｓ
ｍ

長野県飯田市鼎上山３８０３－１ 労災

雇用期間の定めなし 900円～1,200円 0265-53-0490
又は10時00分～20時00分の
間の5時間以上

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 830円～850円 0265-25-1111

長野県飯田市
調理および配達業務 特定非営利活動法人

グループかけはし
長野県飯田市上郷黒田２７６３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-49-8131

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。 
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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 23人 ）

パート労働者 20050- 7259081 就業場所
時給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1)16時30分～21時30分
(2) 7時00分～11時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20050- 7364381 就業場所
時給

18歳以上 (1)17時00分～23時00分

省令２号 TEL
（従業員数 70人 ）

パート労働者 20050- 7370081 就業場所
時給

不問 (1)11時00分～14時00分
(2)18時00分～20時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20050- 7373981 就業場所
時給

59歳以下 (1) 7時30分～15時00分

省令１号 TEL
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20050- 7326481 就業場所
時給

不問 (1) 9時30分～14時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 7362181 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～11時00分
(2)15時00分～20時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 7266181 就業場所
時給

不問 (1)17時30分～21時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20050- 7365681 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 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 32人 ）

パート労働者 20050- 7374581 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 91人 ）

パート労働者 20050- 7241081 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～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20050- 7237481 就業場所
時給 交替制あり 普通自動車免許一種

18歳～64歳 (1)18時00分～ 0時00分
(2)19時00分～ 1時00分

省令１号 TEL
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20050- 7333581 就業場所
日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 7327781 就業場所
日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20050- 7271781 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～10時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 7331681 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 2人 ）

パート労働者 20050- 7376781 就業場所
時給

不問 (1) 5時00分～ 9時30分
(2) 8時00分～13時00分

年齢不問 TEL (3) 8時00分～15時00分
（従業員数 60人 ）

パート労働者 20050- 7320181 就業場所

調理補助スタッフ 株式会社いとう　藤山 長野県飯田市鼎中平２８２０番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 900円～1,100円 0265-23-1000
又は 6時00分～17時00分の
間の7時間程度長野県下伊那郡喬木村

調理補助 刈谷市民休暇村　サンモ
リ－ユ下條

長野県下伊那郡下條村睦沢２４９５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～1,000円 0260-27-3735
又は 7時00分～21時30分の
間の8時間程度長野県下伊那郡下條村

宴会・レストランスタッ
フ

株式会社スパーイン（殿
岡温泉湯～眠）

長野県飯田市上殿岡６２８ 労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-28-1111

長野県飯田市
厨房業務 有限会社　アダム　　得

得羽場坂店
長野県飯田市羽場坂町２３５１－２４ 労災

雇用期間の定めなし 825円～850円 0265-52-1919

フロアスタッフ及びキッ
チンスタッフ（飯田店）
７：３０～

コメダ珈琲店　飯田店・
諏訪店・飯田座光寺店
（株式会社　コンテックホ
スピタリティー）

長野県飯田市上郷別府３３４４－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 825円～825円 0265-24-3360

長野県飯田市
ホール係 有限会社　十字屋 長野県下伊那郡阿智村智里５０３－１８９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,025円 0265-43-2323

長野県下伊那郡阿智村
接客係 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 1,200円～1,200円 0265-43-2700

長野県下伊那郡阿智村
接客係 刈谷市民休暇村　サンモ

リ－ユ下條
長野県下伊那郡下條村睦沢２４９５－１ 労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0260-27-3735

マスター室係（期） 南信高森開発　株式会
社（高森カントリークラブ）

長野県下伊那郡高森町山吹６９５５－２３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

830円～900円 0265-35-3355

縫製作業 社会福祉法人　明星会
明星学園

長野県飯田市駄科２２５０ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

880円～920円 0265-26-9456
又は 9時00分～15時00分の
間の4時間程度長野県飯田市

組立作業 株式会社　しなの工業 長野県下伊那郡高森町下市田３１１１－１
（飯田精密株式会社　内）

雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-48-8833

長野県下伊那郡高森町
代行乗務員 北部タクシー有限会社 長野県下伊那郡高森町下市田２９３７ 労災

雇用期間の定めなし 930円～930円 0265-35-5588

長野県下伊那郡高森町
土木作業員（パート）
【急募】

熊沢建設有限会社 長野県飯田市北方９７－１ 労災

8,000円～15,000円

雇用期間の定めなし 1,000円～1,875円 090-4734-1894

長野県飯田市
清掃作業員（飯田市
内）

有限会社　メンテナンス
矢澤

長野県飯田市松尾城４１２４－１ 雇用・労災

6,300円～8,000円

雇用期間の定めなし 900円～1,142円 0265-52-0129

長野県飯田市
掃除（朝のお風呂） 今宮半平 長野県飯田市今宮町４丁目５６１０番地２ 労災

雇用期間の定めなし 850円～950円 0265-22-4627

長野県飯田市
しめじの包装 久保田農園 長野県飯田市中村２４７２

雇用期間の定めなし 821円～821円 090-4152-9576

パン製造・商品化・配
送（高森店）

株式会社　キラヤ 長野県飯田市松尾上溝２９１０－１８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

835円～1,000円 0265-34-2500

長野県下伊那郡高森町


