
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

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-  408591 就業場所

時給
不問 (1)15時00分～18時00分

(2) 9時30分～12時00分
年齢不問 TEL

（従業員数 3人 ）
パート労働者 20050-  438791 就業場所

日給 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 5人 ）

パート労働者 20050-  422291 就業場所
時給 変形（１年単位）

18歳以上

省令２号 TEL
（従業員数 230人 ）

パート労働者 20050-  372991 就業場所 厚生年金基金
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 14人 ）

パート労働者 20050-  401391 就業場所
時給 変形（１年単位）

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 223人 ）

パート労働者 20050-  375891 就業場所
時給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時45分～22時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 223人 ）

パート労働者 20050-  376291 就業場所
時給

18歳以上 (1) 6時00分～13時00分
(2) 9時00分～17時00分

省令２号 TEL (3)12時00分～17時00分
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20050-  389691 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 6時30分～ 9時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)12時00分～17時30分

年齢不問 TEL (3)16時00分～20時00分
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050-  367891 就業場所
時給 交替制あり ホームヘルパー２級

不問 (1) 6時30分～15時30分
(2) 9時00分～18時00分

年齢不問 TEL (3)11時00分～20時00分
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20050-  382791 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 20人 ）

パート労働者 20050-  413791 就業場所
時給 ホームヘルパー２級

不問 (1) 7時30分～ 9時30分 介護職員初任者研修
(2)16時00分～20時00分

年齢不問 TEL (3)17時30分～19時30分
（従業員数 88人 ）

パート労働者 20050-  417191 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 10人 ）

パート労働者 20050-  418091 就業場所
時給 交替制あり

不問 (1) 6時00分～ 9時00分
(2)17時00分～20時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050-  446791 就業場所
時給

不問 (1) 6時00分～15時00分
(2)10時00分～19時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 690人 ）

パート労働者 20050-  402691 就業場所
時給 美容師

不問 (1) 9時00分～14時00分
(2)10時00分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20050-  476091 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-  411991 就業場所

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

950円～1,000円 0265-45-1234

長野県下伊那郡阿智村

所在地・就業場所

【パート】デイサービス
看護職員（春日）

社会福祉法人阿智村社
会福祉協議会

長野県下伊那郡阿智村駒場４８３

学習塾講師 学研　座光寺教室 長野県飯田市座光寺３９６６－１０

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 090-7019-7307

長野県飯田市
音響業務 株式会社　ＣＵＢＥ 長野県下伊那郡高森町上市田３７３－８ 雇用・労災

10,000円～12,000
円

雇用期間の定めなし 1,428円～1,714円 0265-52-3041
又は 9時00分～22時00分の
間の8時間程度長野県下伊那郡高森町

サービスカウンター 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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

840円～840円 0265-52-9111
又は18時00分～22時30分の
間の4時間程度長野県飯田市

事務職員（非常勤職員
／地域包括支援セン
ター職員）

社会福祉法人飯田市社
会福祉協議会

長野県飯田市東栄町３１０８－１
さんとぴあ飯田

雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

920円～1,250円 0265-53-3040
又は 8時30分～17時30分の
間の7時間程度長野県飯田市

食品レジ 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 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 0265-52-9111
又は 8時00分～23時00分の
間の6時間程度長野県飯田市

衣料品売場 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 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

840円～840円 0265-52-9111

販売員 セブンイレブン飯田切石
店（澤屋酒店）

長野県飯田市鼎切石４３３６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 840円～840円 0265-52-2368

長野県飯田市
グループホーム世話
人＜急募＞

社会福祉法人　楓会 長野県飯田市箕瀬町２丁目２５６１－４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～850円 0265-56-8730

長野県飯田市
介護ヘルパー 三菱電機ライフサービス

株式会社　　　中津川支
店　北方の郷

長野県飯田市北方１５５８番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

940円～940円 0265-28-2551

長野県飯田市
介護員（デイサービス
センター）

社会福祉法人阿智村社
会福祉協議会

長野県下伊那郡阿智村駒場４８３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～900円 0265-45-1234

長野県下伊那郡阿智村
介護職（パート） 綿半野原積善会　特別

養護老人ホーム　笑みの
里

長野県飯田市上郷別府２２３０－８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

880円～900円 0265-48-6640

長野県飯田市
介護員【急募】 社会福祉法人　八反田 長野県飯田市上郷飯沼４７７－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-21-0530
又は 7時00分～20時30分の
間の6時間程度長野県飯田市

世話人または生活支
援員

グループホーム　アルカ
ディア

長野県下伊那郡高森町山吹５９４８－１ 労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-34-2170

長野県下伊那郡高森町
看護補助職員【パー
ト】

社会医療法人栗山会
飯田病院

長野県飯田市大通１－１５ 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～950円 0265-22-5150

長野県飯田市
美容業務 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＭＯＭ

Ａ．ＳＡＶ０Ｙ
長野県飯田市上郷黒田１７６６－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,500円 0265-48-8282
又は 9時00分～17時00分の
間の3時間程度長野県飯田市

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

    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)10時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050-  467091 就業場所
時給

64歳以下

省令１号 TEL
（従業員数 26人 ）

パート労働者 20050-  392891 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050-  470491 就業場所
時給

不問 (1)10時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050-  465591 就業場所
時給

不問 (1)10時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050-  466191 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～12時00分
(2)10時00分～12時00分

年齢不問 TEL (3)13時30分～16時30分
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050-  473291 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 16人 ）

パート労働者 20050-  369591 就業場所
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)18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-  385591 就業場所
時給 変形（１年単位）

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 223人 ）

パート労働者 20050-  374791 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8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-  437491 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-  363691 就業場所
日給 中型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050-  362391 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 6人 ）

パート労働者 20050-  436991 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-  445491 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時45分～10時45分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20050-  386191 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-  371691 就業場所
時給 変形（１年単位）

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 223人 ）

パート労働者 20050-  373491 就業場所

調理業務（１０：００～１
５：００）

株式会社ＴＭダイニング
ポムの樹　飯田アップル
ロード店

長野県飯田市鼎名古熊６６０－１ 労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-48-6432

長野県飯田市
厨房 株式会社　蔵　（信州新

野千石平道の駅）
長野県下伊那郡阿南町新野２７００ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 830円～880円 0260-24-2339
又は 8時30分～17時00分の
間の6時間程度長野県下伊那郡阿南町

接客 有限会社　ひこばえ 長野県飯田市北方３０７５－１ 労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-48-5451
又は10時00分～20時30分の
間の3時間以上

調理・接客【土・日・祝
勤務】

株式会社ＴＭダイニング
ポムの樹　飯田アップル
ロード店

長野県飯田市鼎名古熊６６０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-48-6432

長野県飯田市
接客（１０：００～１５：０
０）

株式会社ＴＭダイニング
ポムの樹　飯田アップル
ロード店

長野県飯田市鼎名古熊６６０－１ 労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-48-6432

長野県飯田市
ポスティング業務
【パート】

東大進学会飯田本部 長野県飯田市鼎東鼎１３８ 労災

雇用期間の定めなし 830円～830円 0265-56-0463
又は14時00分～17時00分の
間の3時間程度長野県飯田市

機械加工および組立 有限会社　三笠エンジニ
アリング

長野県飯田市北方１３６－１２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-23-4766

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 労災・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
精肉売場担当 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 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

840円～840円 0265-52-9111
又は 8時00分～21時00分の
間の6時間程度

ゴム製品の加工全般 有限会社　鈴木製作所 長野県飯田市龍江５５１２－７ 雇用・労災・財
形

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-27-4260
又は 8時00分～17時15分の
間の6時間長野県飯田市

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
生クリーム等の配送
【パート】

株式会社　飯田マツブツ 長野県飯田市鼎名古熊２４１７ー１ 雇用・労災・健
康・厚生7,500円～9,500円

雇用期間の定めなし 937円～1,187円 0265-21-1177

長野県飯田市
リースキン商品のレン
タル・販売

十字屋リース　株式会社
飯田出張所

長野県下伊那郡阿智村春日　１５０６－８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 090-9357-5957

荷物の発送、受入作
業等、技工補助

株式会社　コスミック恵
歯研

長野県飯田市三日市場１７７７－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 830円～850円 0265-25-0001

長野県飯田市
【急募】清掃（飯田美術
博物館）

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 労災

雇用期間の定めなし 821円～821円 0265-53-3911

長野県飯田市
カート回収 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 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

840円～840円 0265-52-9111
又は 8時30分～20時00分の
間の5時間程度長野県飯田市

日配加工品の品出し 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 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

840円～840円 0265-52-9111
又は 8時00分～18時00分の
間の6時間程度長野県飯田市


