
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
不問

年齢不問 TEL
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20050- 9184881 就業場所
時給 歯科衛生士

不問 (1) 9時00分～13時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 9125881 就業場所
時給 歯科衛生士

不問 (1)14時00分～18時30分
(2)14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- 9151181 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 介護支援専門員
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- 9093581 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 22人 ）

パート労働者 20050- 9167781 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 24人 ）

パート労働者 20050- 9181581 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～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 112人 ）

パート労働者 20050- 9133881 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 2人 ）

パート労働者 20050- 9078781 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 6時30分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 9124781 就業場所
時給 交替制あり 調理師

不問 (1) 9時00分～13時00分
(2)16時00分～20時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20050- 9146681 就業場所
時給

18歳以上

省令２号 TEL
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 9072081 就業場所
時給

18歳以上

省令２号 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 9073381 就業場所
時給 交替制あり

不問 (1) 6時30分～11時30分
(2) 9時30分～13時15分

年齢不問 TEL (3)17時30分～21時00分
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20050- 9144081 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 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20050- 9130581 就業場所
時給

不問 (1) 8時30分～16時00分
(2) 8時30分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 9077481 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- 9081081 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- 9170381 就業場所

労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 090-8237-1431
又は10時00分～15時30分の
間の4時間程度

所在地・就業場所

広告の制作、印刷、梱
包等　　　【パート】

株式会社　ＢｒａｎｄＡｃｔｉｖ
ａｔｉｏｎａｎｄＤｅｌｉｖｅｒｙ

長野県下伊那郡泰阜村５４４９－１

歯科衛生士（パート） 城歯科クリニック 長野県飯田市座光寺１８１０－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,100円～1,300円 0265-52-0055

長野県飯田市
歯科衛生士（パート） 医療法人　松村歯科医

院
長野県飯田市上郷黒田３３５－４ 労災

雇用期間の定めなし 1,200円～1,500円 0265-23-0458

長野県飯田市
介護支援専門員 株式会社　マスト 長野県飯田市上郷別府３３１３－８ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-23-5722
又は 8時30分～17時30分の
間の4時間程度長野県飯田市

一般事務 株式会社　長姫 長野県飯田市下殿岡２０６番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-25-8855
又は 8時15分～17時30分の
間の5時間以上

一般事務 コーシン工業　株式会社 長野県下伊那郡高森町山吹１０４－１ 労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 090-3403-5675
又は 8時00分～17時00分の
間の4時間以上長野県下伊那郡高森町

フロント・一般業務 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 850円～900円 0265-43-2811

長野県下伊那郡阿智村
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 850円～1,100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

食品製造業務 飯田米穀　株式会社 長野県飯田市元町５４５２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 830円～860円 0265-49-5808
又は 7時30分～16時00分の
間の5時間程度長野県下伊那郡高森町

調理係 尾張旭市　保養センター
尾張あさひ苑

長野県下伊那郡阿智村智里３３１－７ 労災

雇用期間の定めなし 950円～1,200円 0265-43-3180

長野県下伊那郡阿智村
調理・フロアー補助
（アップルロード店）

つぼ八　飯田本店 長野県飯田市主税町３１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0120-68-3088
又は18時00分～ 4時00分の
間の3時間以上長野県飯田市

調理・フロアー補助 つぼ八　飯田本店 長野県飯田市主税町３１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0120-68-3088
又は18時00分～ 4時00分の
間の3時間以上長野県飯田市

接客・清掃係（短時間） 尾張旭市　保養センター
尾張あさひ苑

長野県下伊那郡阿智村智里３３１－７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 1,000円～1,200円 0265-43-3180

長野県下伊那郡阿智村
列車見張 有限会社　信南警備保

障
長野県飯田市鼎中平１２１２番地２ 雇用・労災

8,800円～8,800円

雇用期間の定めなし 1,100円～1,100円 0265-24-4858

長野県飯田市
菌茸作業全般 有限会社　さくらファーム 長野県飯田市上郷黒田１４６３－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 830円～860円 0265-24-2876

長野県飯田市
【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）

1,000円～1,000円 0265-22-6018

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

    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
不問 (1) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 9089281 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 5人 ）

パート労働者 20050- 9141881 就業場所
時給 普通自動車免許一種

18歳以上 普通自動車免許ＡＴ

省令２号 TEL
（従業員数 94人 ）

パート労働者 20050- 9087781 就業場所
時給

不問 (1) 8時15分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 57人 ）

パート労働者 20050- 9123481 就業場所
時給

不問 (1)10時00分～14時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 9100881 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～12時00分
(2) 8時00分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 9101281 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 223人 ）

パート労働者 20050- 9154681 就業場所
時給

不問 (1) 8時30分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 9095781 就業場所

組立作業 株式会社　ナック 長野県下伊那郡松川町上片桐９２３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～900円 0265-37-2103
又は 8時00分～17時10分の
間の5時間以上長野県下伊那郡松川町

電子機器の組立 プロスク　株式会社 長野県飯田市大瀬木９２９－５ 雇用・労災・財
形

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-48-6830

長野県飯田市
検査 化成工業株式会社 長野県下伊那郡阿智村春日１５３３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

900円～1,200円 0265-43-2531
又は22時00分～ 4時00分の
間の3時間以上長野県下伊那郡阿智村

電球組立・検査 日星工業株式会社　飯
田工場

長野県下伊那郡豊丘村大字神稲３２７１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

920円～920円 0265-35-3151

ホテルの客室清掃 天空の泉（スーパーホテ
ル　長野・飯田インター）

飯田市北方３６５－１　スーパーホテル長
野・飯田インター

雇用・労災

雇用期間の定めなし 880円～880円 0265-55-9000

長野県飯田市
【請】清掃作業員（飯田
荘）

有限会社　メンテナンス
矢澤

長野県飯田市松尾城４１２４－１ 労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-52-0129

長野県飯田市
早朝品出し イオンリテール株式会社

イオン飯田店
長野県飯田市上郷飯沼１５７５番地 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

830円～1,100円 0265-52-9111
又は 5時00分～12時00分の
間の4時間程度長野県飯田市

福祉用具クリーニン
グ・メンテナンス

株式会社　マスト 長野県飯田市上郷別府３３１３－８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-23-6775

長野県飯田市


