
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 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)10時00分～16時00分
年齢不問 TEL

（従業員数 6人 ）
パート労働者 20050- 7988681 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

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 7921681 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

年齢不問 TEL
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20050- 7868981 就業場所 厚生年金基金
時給 簿記検定（日商２級）

不問 (1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 7898081 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 96人 ）

パート労働者 20050- 7889181 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20050- 7869581 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 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20050- 7872181 就業場所
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20050- 7860481 就業場所
時給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令１号 TEL
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20050- 7862881 就業場所
時給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 9時30分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時30分～13時30分

省令１号 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 7852481 就業場所
時給

不問 (1) 6時00分～ 8時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20050- 7986081 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- 7917781 就業場所
時給

18歳以上 (1)17時00分～22時00分
(2)17時00分～23時00分

省令２号 TEL
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20050- 7930981 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20050- 7919281 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～14時00分
(2)12時00分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20050- 7861781 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 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20050- 7873081 就業場所
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)10時00分～14時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20050- 7859681 就業場所

健康飲料イベントサ
ポート

株式会社　コア 長野県飯田市松尾上溝２９４５－１３ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～850円 0265-22-2750

長野県下伊那郡高森町

【期】リフトスタッフ
　（８：３０～１７：００）

ジェイ・マウンテンズ・セ
ントラル株式会社　ヘブ
ンスそのはら

長野県下伊那郡阿智村智里３７３１番地４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

821円～900円 0265-44-2311

長野県下伊那郡阿智村

ホール、厨房補助業
務

株式会社　マックスドリ－
ム　（ドライブイン酒蔵）

長野県飯田市北方８１３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 920円～1,050円 0265-25-8865

長野県飯田市

レストランの接客 株式会社　そばの城 長野県下伊那郡下條村睦沢４３３１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～870円 0260-27-1151

長野県下伊那郡下條村

飲食店業務（焼肉店） 株式会社　ＡＣＲＯＢＡＴ 長野県飯田市銀座３丁目１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～930円 090-1992-4640

長野県飯田市

調理業務補助 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 830円～1,000円 0265-36-2000
又は 5時00分～20時00分の
間の6時間程度長野県下伊那郡松川町

調理（朝食） 株式会社　なみき 長野県飯田市銀座３丁目７番地 労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-22-8010

長野県飯田市

ルート営業 株式会社保健科学研究
所　飯田営業所

長野県飯田市羽場坂町２３５１　伊那ビル３
Ｆ

雇用・労災

雇用期間の定めなし 821円～821円 0265-24-9510

長野県飯田市

子供服のネット販売 株式会社　子供服ＭＩＯ 長野県飯田市座光寺６３８２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 830円～920円 0265-48-5425
又は 9時00分～18時00分の
間の5時間程度長野県飯田市

乳製品のＰＲスタッフ 株式会社　コア 長野県飯田市松尾上溝２９４５－１３ 労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-22-2750
又は10時00分～20時00分の
間の3時間程度長野県下伊那郡高森町

【期】売店業務
（８：３０～１７：００）

ジェイ・マウンテンズ・セ
ントラル株式会社　ヘブ
ンスそのはら

長野県下伊那郡阿智村智里３７３１番地４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

821円～900円 0265-44-2311

長野県下伊那郡阿智村

売店スタッフ（山都飯
田）

木下水引株式会社 長野県飯田市上殿岡８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-25-8822

長野県飯田市

工場事務アシスタント 三和ロボティクス株式会
社

長野県飯田市川路７５７６－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

900円～1,200円 0265-48-6555
又は 8時00分～17時00分の
間の6時間以上長野県飯田市

経理・監査業務 税理士法人　からさわ 長野県下伊那郡高森町下市田２９６４番地
１８８

雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-49-0833

事務職「山都飯田」 木下水引株式会社 長野県飯田市上殿岡８－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-25-8822

長野県飯田市

受付・医療事務 医療法人　須田内科醫
院

長野県飯田市座光寺３４４０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-21-1071

長野県飯田市

雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,200円～2,000円 0265-21-2188
又は 9時00分～18時00分の
間の5時間程度

所在地・就業場所

ＳＥ・プログラマー
【パート】

イン・ファ・ス有限会社 長野県飯田市鼎一色４５２－１

    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10月12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- 7849081 就業場所

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時10分～17時10分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 96人 ）

パート労働者 20050- 7959781 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20050- 7879781 就業場所
時給

不問 (1)14時00分～21時45分

年齢不問 TEL
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20050- 7858381 就業場所
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)14時00分～21時45分

年齢不問 TEL
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20050- 7857081 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 96人 ）

パート労働者 20050- 7890681 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- 7971981 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

年齢不問 TEL
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20050- 7907481 就業場所
時給 交替制あり ボイラー技士（２級）

不問 (1) 6時00分～15時00分 普通自動車免許一種
(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL (3)10時30分～19時30分
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20050- 8000781 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20050- 7938381 就業場所
時給 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～15時00分

省令１号 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 7978081 就業場所
時給

18歳以上 (1) 9時00分～16時00分

省令２号 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 7881381 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時00分

年齢不問 TEL (3) 9時00分～15時00分
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 7999481 就業場所
時給

不問 (1) 8時10分～15時00分
(2) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20050- 7846881 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時45分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20050- 7851581 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 45人 ）

パート労働者 20050- 7910181 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～17時15分
(2) 8時30分～16時15分

年齢不問 TEL (3) 9時00分～16時15分
（従業員数 60人 ）

パート労働者 20050- 7924481 就業場所

菓子製品の包装・検品
作業等

伊藤製菓　有限会社 長野県下伊那郡喬木村４００‐９６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-33-3381

長野県下伊那郡喬木村

製品の検品・箱詰 木下水引株式会社 長野県飯田市上殿岡８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～850円 0265-25-7588

長野県飯田市

半生菓子のパッケージ
作業

株式会社　戸田屋 長野県飯田市松尾上溝２９４５－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～850円 0265-22-6018

長野県飯田市

包装作業 喬宝漬物株式会社 長野県下伊那郡喬木村６５６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 821円～821円 0265-33-2012

長野県下伊那郡喬木村

清掃 有限会社　タカハ 長野県飯田市松尾明７７１４－１ 雇用・労災・財
形

雇用期間の定めなし 830円～850円 0265-23-8283
又は 8時30分～17時00分の
間の3時間以上長野県飯田市

清掃・フロント業務 有限会社　ヴィラ鬼岩（ホ
テル弁天）

長野県飯田市下久堅下虎岩１２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,125円 0265-29-8401

鉄筋工・一般作業員 有限会社　田中鉄筋 長野県下伊那郡松川町上片桐５５７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 1,000円～1,500円 0265-49-0280

長野県下伊那郡松川町

型枠大工、型枠解体、
雑用工事【アルバイト】

有限会社　須田山工務
店

長野県飯田市東新町２－２２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 1,000円～1,500円 0265-49-7133

長野県飯田市

【急募】設備管理業務 株式会社　ＢＩＳＯ　飯田
営業所
（元、（株）南信美装伊那
飯田営業所　）

長野県飯田市羽場坂町２３５１－３９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-53-3911

長野県下伊那郡阿南町

プラスチック部品の検
査と出荷
業務

有限会社　ハヤシテクニ
カ

長野県飯田市川路１２００－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 830円～830円 0265-27-6678

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 950円～950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

機械組立　【急募】 三和ロボティクス株式会
社

長野県飯田市川路７５７６－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

900円～1,500円 0265-48-6555
又は 8時00分～17時00分の
間の6時間以上長野県飯田市

半生菓子の小包装 株式会社　戸田屋 長野県飯田市松尾上溝２９４５－１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～850円 0265-22-6018

長野県飯田市

半生菓子の製造 株式会社　戸田屋 長野県飯田市松尾上溝２９４５－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 870円～870円 0265-22-6018

ミニクロワッサンの製
造・販売

株式会社　そばの城 長野県下伊那郡下條村睦沢４３３１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～870円 0260-27-1151

長野県下伊那郡下條村

仕上加工 株式会社　乾光精機製
作所

長野県下伊那郡高森町山吹８６８５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 865円～875円 0265-35-5345
又は 8時10分～17時10分の
間の6時間以上長野県下伊那郡高森町

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


