
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 理学療法士
不問 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 7人 ）
パート労働者 20050- 1516691 就業場所

時給 保育士
不問 (1)15時45分～19時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20050- 1418391 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 1404791 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 50人 ）

パート労働者 20050- 1425191 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 70人 ）

パート労働者 20050- 1417091 就業場所
日給

不問 (1) 8時30分～17時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20050- 1429991 就業場所
日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時15分 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- 1438491 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- 1509991 就業場所
日給

不問 (1) 9時00分～16時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 1415591 就業場所
日給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時15分～17時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20050- 1441191 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 1432591 就業場所
時給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 4時00分～ 6時00分

省令２号 TEL
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 1522091 就業場所
時給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 2時00分～ 6時00分

省令２号 TEL
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 1523391 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 1524691 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 31人 ）

パート労働者 20050- 1413891 就業場所
時給 交替制あり 普通自動車免許一種

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 1472291 就業場所
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 7時00分～16時00分
(2)11時00分～20時00分

年齢不問 TEL (3) 8時00分～17時00分
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20050- 1412791 就業場所

所在地・就業場所

看護職（わか葉） 有限会社　わくわく 長野県飯田市松尾寺所７０４３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,250円～1,450円 0265-53-4335
又は 8時30分～17時30分の
間の8時間長野県飯田市

保育士 社会福祉法人　笠松会
伊賀良保育園

長野県飯田市大瀬木１１０３番地 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

950円～1,000円 0265-25-7123

学習塾講師 一般社団法人　総合学
習協会

長野県飯田市吾妻町１３８－１ 労災

雇用期間の定めなし 1,500円～3,200円 0265-48-6865
又は15時00分～22時00分の
間の3時間程度長野県飯田市

事務員（本社）【パー
ト】

株式会社　はやし 長野県下伊那郡喬木村２８０番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-33-1111
又は 8時00分～17時00分の
間の5時間以上長野県下伊那郡喬木村

【期】事務補助員 長野県飯田高等学校 長野県飯田市上郷黒田４５０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

900円～900円 0265-22-4500

（期）事務補助（天龍
村）

飯田建設事務所 長野県飯田市追手町２－６７８ 雇用・労災・健
康・厚生7,050円～7,050円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

900円～900円 0265-53-0448

長野県下伊那郡天龍村
事務員 長野県飯田技術専門校 長野県飯田市松尾明７５０８－３ 雇用・労災・健

康・厚生7,050円～7,050円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

900円～900円 0265-22-1067

長野県飯田市
店内業務・事務 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

労災・労働保険調査員 飯田労働基準監督署 長野県飯田市高羽町６－１－５　飯田高羽
合同庁舎３階

雇用・公災・健
康・厚生7,111円～8,125円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1,094円～1,250円 0265-22-2635

長野県飯田市
一般事務（危機管理
室）

飯田市役所 長野県飯田市大久保町２５３４ 雇用・労災・健
康・厚生6,140円～6,140円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

876円～876円 0265-22-4511

一般事務・経理事務 株式会社　ナピケアコー
ポレーション

長野県下伊那郡高森町下市田１４９０－１ 労災

雇用期間の定めなし 821円～821円 0265-34-3251
又は 9時00分～17時00分の
間の3時間以上長野県下伊那郡高森町

商品の仕分け検品作
業　　　　　（早朝４時～
６時）

城南運送　株式会社 長野県飯田市松尾上溝５９４９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～950円 0265-24-5366

長野県飯田市
商品の仕分け検品作
業　　　　　（早朝２時～
６時）

城南運送　株式会社 長野県飯田市松尾上溝５９４９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～950円 0265-24-5366

長野県飯田市
一般事務　【パート】 城南運送　株式会社 長野県飯田市松尾上溝５９４９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～950円 0265-24-5366

長野県飯田市
菓子の包装加工施設
の事務処理

株式会社　外　松 長野県飯田市松尾上溝３０１４－２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

821円～840円 0265-22-2750
又は 9時00分～17時00分の
間の4時間程度長野県下伊那郡高森町

婦人服・子供服・服飾
雑貨販売　【パート】

株式会社　ＦＰナンジョウ 長野県飯田市中央通り４－３２－２　センノ
ビル２Ｆ

雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

880円～980円 090-7181-9115
又は 8時30分～21時30分の
間の8時間長野県飯田市

介護員＊急募＊ 有限会社　大島（グルー
プホームいきいき）

長野県下伊那郡松川町元大島５２７４－２
２

雇用・労災

雇用期間の定めなし 830円～830円 0265-34-1122

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) 9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- 1442091 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1)14時00分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～12時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 1436691 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～15時40分

年齢不問 TEL
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 1433191 就業場所
時給

不問 (1) 9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- 1504591 就業場所
時給

不問 (1) 6時00分～10時00分
(2)14時00分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20050- 1421791 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- 1518491 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- 1519791 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- 1525991 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時30分 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- 1481591 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- 1512591 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 32人 ）

パート労働者 20050- 1479491 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20050- 1463791 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

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 1486991 就業場所
時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 1420491 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- 1402991 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時10分～17時05分

年齢不問 TEL
（従業員数 98人 ）

パート労働者 20050- 1408191 就業場所
時給 中型自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時10分

年齢不問 TEL
（従業員数 252人 ）

パート労働者 20050- 1499591 就業場所

介護スタッフ 株式会社　紫光 長野県飯田市北方２３８－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～950円 0265-55-1717

長野県飯田市
歯科助手・受付 武井歯科医院 長野県飯田市白山町２－６１９９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-24-6480

長野県飯田市
洗濯工場の仕上場業
務

株式会社　ナピケアコー
ポレーション

長野県下伊那郡高森町下市田１４９０－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 821円～821円 0265-34-3251

長野県下伊那郡高森町
美容室受付・美容師ア
シスタント業務

有限会社アーク（ＨＡＩＲ
ＡＲＣ）

長野県飯田市八幡町４８５ 労災

雇用期間の定めなし 821円～821円 0265-52-4848

長野県飯田市
調理係【パート】 有限会社　ななすぎ（介

護支援センターななす
ぎ）

下伊那郡松川町元大島２００２番地の２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

830円～900円 0265-36-7732

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

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

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

野菜の栽培・収穫 農事組合法人　フロン
ティア高森

長野県下伊那郡高森町山吹１７３８－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 830円～850円 0265-34-2245
又は 6時00分～17時30分の
間の4時間以上長野県下伊那郡高森町

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
電子機器組立 株式会社　アルファーシ

ステム
長野県飯田市山本５３６０－１ 雇用・労災・財

形

雇用期間の定めなし 860円～900円 0265-28-1100

長野県飯田市
プレス加工および関連
作業他　品質検査業
務　【パート】

株式会社タカモリ 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲３２５０番
地

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-35-3101
又は 8時00分～17時00分の
間の6時間以上

プレス加工・仕上・検
査

有限会社イハラ 長野県下伊那郡阿智村伍和４１５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 821円～900円 0265-43-2339

長野県下伊那郡阿智村
瓦屋根葺工事【職人見
習】

光伸製瓦有限会社 長野県下伊那郡喬木村４８０５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-33-3155
又は 7時30分～17時30分の
間の8時間程度長野県下伊那郡喬木村

建築金物倉庫、配達
係、レジ
（パート）

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 900円～900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

機械加工【パート】 株式会社　マルヒ 長野県飯田市桐林２６６８番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 950円～950円 0265-28-5211
又は 8時10分～17時05分の
間の5時間以上長野県飯田市

配送業務 信菱電機株式会社 長野県飯田市久米２９－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-25-7676

長野県飯田市


