
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30分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 54人 ）

パート労働者 20050- 8486381 就業場所
月給

不問 (1) 8時30分～16時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 8761481 就業場所
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許一種

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 8595881 就業場所
時給

不問 (1) 8時10分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20050- 8667881 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 37人 ）

パート労働者 20050- 8725081 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)12時00分～16時00分

年齢不問 TEL (3)15時00分～19時00分
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 8696681 就業場所
時給

18歳以上 (1)22時00分～ 5時00分
(2) 6時00分～ 9時00分

省令２号 TEL (3)15時00分～22時00分
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 8660081 就業場所
時給

不問 (1)11時30分～19時30分
(2)13時00分～19時30分

年齢不問 TEL (3)16時00分～19時30分
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 8764281 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 4人 ）

パート労働者 20050- 8565081 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～10時30分
(2)16時00分～19時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 8750681 就業場所
時給

不問 (1)13時00分～20時30分
(2)17時00分～20時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 8773181 就業場所
時給

不問 (1) 5時30分～12時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20050- 8701681 就業場所
時給

不問 (1)17時00分～22時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 68人 ）

パート労働者 20050- 8492181 就業場所
時給

不問 (1)10時00分～15時00分
(2)16時00分～20時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 44人 ）

パート労働者 20050- 8621681 就業場所
時給

不問 (1) 9時30分～14時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 8664581 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 27人 ）

パート労働者 20050- 8528781 就業場所
時給

不問 (1)16時00分～22時00分
(2)18時00分～22時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 8730881 就業場所

ホール係 焼肉レストラン　陽富園 長野県飯田市座光寺３９８５

雇用期間の定めなし 850円～950円 0265-52-2911

長野県飯田市

接客（さすが家） 株式会社　ガルボ 長野県下伊那郡高森町下市田３１２３番地 労災

雇用期間の定めなし 850円～1,100円 0265-53-1515
又は11時00分～22時00分の
間の4時間以上長野県飯田市

ホールスタッフ・キッチ
ン補助

大石家 長野県飯田市鼎名古熊　２５２０－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～900円 0265-48-6005
又は 9時30分～16時00分の
間の5時間程度長野県飯田市

調理業務 一般財団法人高森町ま
ちづくり振興公社

長野県下伊那郡高森町下市田２１８３番地
１

雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

840円～1,000円 0265-35-8260

長野県下伊那郡高森町

調理補助（洗い場） 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

厨房手伝い（午前） 株式会社　三宜亭本館 長野県飯田市追手町２丁目６４１－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-24-0242

長野県飯田市

スポーツ用品の販売
及び商品管理

株式会社アルペン　飯田
インター店

長野県飯田市北方８００－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-25-1291

長野県飯田市

ガソリンスタンド販売
員（飯田橋給油所・
パート）

輸入石油株式会社 長野県飯田市大通２丁目２１８番地２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 900円～950円 0265-22-6231
又は 7時30分～19時00分の
間の6時間以上長野県飯田市

ガソリンスタンド販売
員

株式会社　東洋 長野県飯田市吾妻町９番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-22-7155
又は 7時30分～20時00分の
間の4時間程度長野県飯田市

洋菓子販売及び喫茶 有限会社　ポルカ 長野県飯田市鼎上山　３１２９－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-52-1776

長野県飯田市

コンビニ店員（ＪＡ上片
桐店）

株式会社ジェイエイサー
ビス

長野県飯田市長野原５１５番地 労災

雇用期間の定めなし 825円～825円 0265-26-6969

長野県下伊那郡松川町

店内業務・事務
【未経験者歓迎】

株式会社リックス 長野県飯田市三日市場１４６６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-25-6745

一般事務 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～1,100円 0265-49-2022

一般事務 喬宝漬物株式会社 長野県下伊那郡喬木村６５６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 821円～900円 0265-33-2012

事務 藤井電設工事有限会社 長野県飯田市東中央通３０３５－８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-23-5274

長野県飯田市

竜東・遠山郷ケーブル
テレビ加入者への
サービス・案内等

飯田市役所 長野県飯田市大久保町２５３４ 雇用・労災・健
康・厚生125,870円～

125,870円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

876円～876円 0265-22-4511

長野県飯田市

所在地・就業場所

生活支援員　　【急募】 社会福祉法人りんどう信
濃会　喬木悠生寮

長野県下伊那郡喬木村１６９１０番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

930円～930円 0265-33-3616
又は 8時30分～15時30分の
間の5時間程度長野県下伊那郡喬木村

    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
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

省令２号 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 8553781 就業場所
日給 普通自動車免許一種

18歳～69歳 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

省令１号 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 8705781 就業場所
時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳以上 (1)11時00分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～13時00分

省令２号 TEL (3)13時00分～15時00分
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20050- 8618881 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 42人 ）

パート労働者 20050- 8601181 就業場所
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 19人 ）

パート労働者 20050- 8649581 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)10時10分～16時00分

年齢不問 TEL (3)13時00分～16時00分
（従業員数 21人 ）

パート労働者 20050- 8733081 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2) 8時00分～16時00分

年齢不問 TEL (3) 7時00分～16時00分
（従業員数 90人 ）

パート労働者 20050- 8449881 就業場所
時給 準中型自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時30分 フォークリフト技能者
(2) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 8555281 就業場所
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許一種
(2) 9時00分～16時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 8578481 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 30人 ）

パート労働者 20050- 8482881 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時25分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 27人 ）

パート労働者 20050- 8729581 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～15時00分
(2) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL (3) 9時00分～16時00分
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20050- 8679381 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～14時50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 47人 ）

パート労働者 20050- 8599381 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～12時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 8760581 就業場所
時給

不問 (1) 7時00分～10時00分
(2) 7時30分～10時30分

年齢不問 TEL (3) 8時00分～ 9時00分
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20050- 8634881 就業場所
時給

不問 (1)16時00分～22時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 8768681 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 15人 ）

パート労働者 20050- 8672581 就業場所

集配作業【パート】 関島企画 長野県飯田市座光寺２１８０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 821円～850円 0265-53-3034
又は 8時30分～17時30分の
間の5時間以上長野県飯田市

【請】清掃業務 有限会社　富士ビルサー
ビス

長野県飯田市鼎中平１９６８－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 830円～850円 090-3558-2266

長野県下伊那郡阿智村

（請）清掃作業員（飯田
郵便局）

株式会社　みつばクリー
ン

長野県飯田市八幡町２１８０番地３ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～850円 0265-23-5586

長野県飯田市

生鮮品の配達 株式会社　はたの 長野県飯田市松尾明５２０４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 830円～1,000円 0265-24-1172

長野県飯田市

検査員 飯田精密　株式会社 長野県下伊那郡高森町下市田３１１１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 860円～860円 0265-48-8800

長野県下伊那郡高森町

車載内装部品加工 株式会社フルタ産業 長野県下伊那郡阿智村駒場１１５６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 830円～950円 0265-43-2261

長野県下伊那郡阿智村

検査・出荷 有限会社　シナノ精密 長野県飯田市桐林１７６４－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-26-9142
又は 8時20分～17時25分の
間の5時間程度長野県飯田市

組立 ＪＮＣ工業株式会社 長野県下伊那郡松川町元大島３８３５－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 821円～1,200円 0265-48-0351

長野県下伊那郡松川町

組立作業 有限会社　新川 長野県下伊那郡高森町下市田３１１１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 860円～860円 0265-48-8181

長野県下伊那郡高森町

飼料の製造 日東食品　有限会社 長野県飯田市上郷別府２５７５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,200円 0265-22-1944

長野県飯田市

食品加工 丸西産業株式会社 長野県飯田市松尾明７５８１－１ 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 0265-48-6140

長野県下伊那郡高森町

食肉加工 第一チキン株式会社 長野県下伊那郡喬木村１５１７９ 雇用・労災・財
形

雇用期間の定めなし 825円～870円 0265-33-2171

長野県下伊那郡喬木村

【期】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 労災

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

軽作業（部品加工） 株式会社　アップルハイ
テック

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 860円～860円 0265-48-8822

長野県下伊那郡高森町

警備員 有限会社　トゥラスト警備 長野県飯田市鼎切石４８５１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 950円～1,100円 0265-56-3406
又は 8時00分～17時00分の
間の3時間程度長野県飯田市

交通誘導 日新警備保障有限会社 長野県飯田市上郷飯沼２７０１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 900円～950円 0265-23-2061

長野県飯田市
警備員（列車見張） 株式会社　エス・アール・

エス
長野県飯田市鼎下山１１４９番地５ 雇用・労災・健

康・厚生7,600円～8,000円

雇用期間の定めなし 975円～1,041円 090-1866-3616


