
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～11時30分 准看護師

(2)14時00分～17時00分
年齢不問 TEL

（従業員数 5人 ）
パート労働者 20050- 2093391 就業場所

時給 臨床検査技師
不問 (1) 8時30分～11時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 2090591 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～19時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20050- 2088491 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
(2) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20050- 2071791 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- 2128191 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 2074591 就業場所
時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 普通自動車免許一種

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 2037491 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～11時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20050- 2031591 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- 2083191 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時15分～17時30分
(2) 9時15分～12時30分

年齢不問 TEL (3)14時15分～17時30分
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 2129091 就業場所
時給 美容師

不問 (1) 9時00分～12時00分 普通自動車免許一種
(2)12時00分～15時00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- 2095991 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 2130991 就業場所
時給 普通自動車免許一種

64歳以下 普通自動車免許ＡＴ

省令１号 TEL
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 2068391 就業場所
時給

不問 (1)10時00分～15時00分
(2)17時00分～22時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 2132791 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～12時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20050- 2060991 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
（従業員数 21人 ）

パート労働者 20050- 2109891 就業場所
時給 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
(2) 8時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 2065591 就業場所

労災

雇用期間の定めなし 1,300円～1,300円 080-1181-1934

長野県飯田市

所在地・就業場所

看護師 宝クリニック 長野県飯田市鼎名古熊２５１１

臨床検査技師 宝クリニック 長野県飯田市鼎名古熊２５１１ 労災

雇用期間の定めなし 1,100円～1,100円 080-1181-1934

長野県飯田市
マッサージ及びカフェ
業務

株式会社　ミナミ 長野県飯田市松尾城４３２５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 825円～1,000円 0265-48-6625

長野県飯田市
一般事務 株式会社　外　松 長野県飯田市松尾上溝３０１４－２ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 880円～880円 0265-22-2750

長野県飯田市
（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
店内販売スタッフ【急
募】

青山商事株式会社（洋服
の青山飯田店）

長野県飯田市鼎名古熊　２１４３ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

950円～1,050円 0265-53-2335
又は10時00分～20時00分の
間の4時間以上長野県飯田市

店舗での一般販売員 丸昌稲垣株式会社 長野県下伊那郡豊丘村神稲９２６０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 821円～830円 0265-35-7755
又は 9時30分～16時30分の
間の6時間程度長野県飯田市

店内の清掃 オーキッドケネル 長野県飯田市鼎中平２３９２－７ 労災

雇用期間の定めなし 900円～900円 0265-53-8888

長野県飯田市
接客・販売 リープコーポレーション株

式会社　「農家の店　ひ
まわり」

長野県飯田市座光寺５１５２－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 900円～900円 0265-56-1280
又は 8時30分～18時30分の
間の4時間以上長野県飯田市

介護予防業務 有限会社　関口接骨院
福祉サービス

長野県飯田市鼎下山６８５ 労災

雇用期間の定めなし 850円～1,100円 0265-22-9111

長野県飯田市
美容師 美容室　あみん 長野県飯田市毛賀６１５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-24-5261
又は 9時00分～18時00分の
間の5時間長野県飯田市

キッチンスタッフ 株式会社　シミズ　手打
とんかつ志瑞

長野県飯田市鼎名古熊２１３７－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-53-6768
又は10時00分～22時00分の
間の7時間程度長野県飯田市

そば店店員 株式会社　ちさと東 長野県下伊那郡阿智村智里５５６－１ 雇用・労災・財
形

雇用期間の定めなし 821円～900円 0265-43-3938
又は 8時00分～17時00分の
間の4時間程度長野県下伊那郡阿智村

ホールスタッフ 株式会社　シミズ　手打
とんかつ志瑞

長野県飯田市鼎名古熊２１３７－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～950円 0265-53-6768

長野県飯田市
農作業（カーネーショ
ン・柿の栽培）

村澤農園 長野県飯田市鼎切石４９８６

雇用期間の定めなし 821円～821円 090-5391-3491

長野県飯田市
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 830円～880円 0265-33-2171

長野県下伊那郡喬木村
食品の加工 株式会社　ちさと東 長野県下伊那郡阿智村智里５５６－１ 雇用・労災・健

康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 821円～900円 0265-43-3938

    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31年3月15日 
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時給
不問

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20050- 2085391 就業場所
時給 変形（１ヶ月単位）

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 80人 ）

パート労働者 20050- 2020791 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- 2133891 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～12時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 1999891 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- 2072891 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 5時00分～11時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20050- 2108791 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 2076091 就業場所
時給 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 3人 ）

パート労働者 20050- 2040191 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 15人 ）

パート労働者 20050- 2117891 就業場所
時給

不問 (1)14時00分～20時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 96人 ）

パート労働者 20050- 2075191 就業場所

モーター部品の組立 株式会社ソーホー北沢 長野県飯田市松尾明５３９２－８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-49-8140
又は 8時20分～17時20分の
間の5時間程度

電子機器部品製造 株式会社　協同電工 長野県飯田市中村１２５５番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-32-1731
又は 8時15分～17時00分の
間の6時間程度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
きのこ受入検査業務・
それに付随する業務

みなみ信州農業協同組
合

長野県飯田市鼎東鼎２８１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

830円～830円 0265-52-5102

長野県飯田市
部品、製品運搬【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

資材運搬 南信火薬販売　株式会
社

長野県飯田市通り町２－８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1,000円～1,200円 0265-52-1200

長野県飯田市
ホテル清掃業務・送迎
【パート】

株式会社　日本トレッキ
ング

長野県飯田市北方３４６２ 労災

雇用期間の定めなし 1,100円～1,100円 0265-25-3000

長野県飯田市
清掃（阿智、駒ケ根） 牛山クリーンサービス株

式会社
長野県下伊那郡阿智村駒場１２５４－１ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

950円～950円 0265-43-2214

長野県駒ヶ根市
きのこの包装作業 有限会社　Ｉ・Ｆａｃｔｏｒｙ 長野県下伊那郡下條村睦沢７７７０－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 840円～870円 0260-27-2289

長野県下伊那郡下條村
内務係 「天心」　株式会社　昼神

温泉グランドホテル
長野県下伊那郡阿智村智里３３１－５ 雇用・労災・健

康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 850円～950円 0265-43-3434

長野県下伊那郡阿智村


