
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 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- 2976291 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 30人 ）

パート労働者 20050- 2940791 就業場所
時給

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- 2996091 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時25分～12時55分
(2)12時55分～17時25分

年齢不問 TEL
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20050- 3009891 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 25人 ）

パート労働者 20050- 2972991 就業場所
時給

不問 (1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 2986191 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時10分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時10分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 34人 ）

パート労働者 20050- 2992891 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 43人 ）

パート労働者 20050- 3007491 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
簿記検定（日商３級）

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 2991791 就業場所
時給

59歳以下 (1)12時15分～21時15分
(2)17時00分～21時15分

省令１号 TEL
（従業員数 72人 ）

パート労働者 20050- 2845791 就業場所
時給 交替制あり

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 2859391 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- 2861891 就業場所
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～18時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 2888291 就業場所
時給

不問 (1) 7時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 2889591 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1)18時00分～23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- 2971691 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

年齢不問 TEL
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20050- 2849191 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- 2851991 就業場所

所在地・就業場所

サービス提供職員 社会福祉法人　親愛の
里

長野県下伊那郡松川町元大島１５９３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

945円～1,800円 0265-34-7120
又は 8時30分～18時30分の
間の2時間以上長野県下伊那郡松川町

総務担当 ひるがみ温泉　株式会社
（石苔亭いしだ）

長野県下伊那郡阿智村智里３３２－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-43-3300
又は 7時00分～18時00分の
間の6時間程度長野県下伊那郡阿智村

受付業務（パート） マルモタクシー（丸茂自
動車有限会社）

長野県下伊那郡松川町元大島１５８４－７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 830円～900円 0265-36-3333
又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

電話交換手（飯田市立
病院）

有限会社　飯田サービス
センター

長野県飯田市鼎上山１８９０番地１　（市役
所鼎庁舎）

雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

880円～880円 0265-53-3935

長野県飯田市
一般事務 みなみ信州農業協同組

合
長野県飯田市鼎東鼎２８１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～850円 0265-52-6644

長野県飯田市
一般事務、経理 株式会社　トライテント 長野県飯田市座光寺６６２８ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 900円～950円 0265-21-0177

長野県飯田市
【急募】一般事務等
（パート）

株式会社　サンリエ 長野県飯田市座光寺５１５９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 830円～1,000円 0265-24-8880
又は 9時10分～17時00分の
間の3時間以上長野県飯田市

事務職員（非常勤職員
／特別養護老人ホー
ム職員）

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

経理事務・一般事務 相互車体有限会社 長野県飯田市中村７５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-25-5151
又は 9時00分～17時30分の
間の5時間程度長野県飯田市

レジ業務 株式会社綿半ホームエ
イド　アップルロード店

長野県飯田市鼎名古熊２０８７ 労災

雇用期間の定めなし 835円～835円 0265-53-8845

長野県飯田市
店頭販売アシスタント 酒＆業務スーパーモダン

パック飯田店　（株式会
社　折勝）

長野県飯田市鼎上山３６２９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,050円 0265-74-6666
又は 8時30分～20時15分の
間の5時間程度長野県飯田市

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
レジ・販売・商品陳列・
接客

みなみ信州農業協同組
合

長野県飯田市鼎東鼎２８１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 840円～840円 0265-33-1430

長野県下伊那郡喬木村
【パート】惣菜調理・販
売（飯田市鼎）

株式会社　さかな企画 長野県飯田市通り町２丁目２１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～950円 080-1221-8627

長野県飯田市
ガソリンスタンドサービ
ス販売員

北原産業株式会社 長野県下伊那郡松川町上片桐４６３０番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

900円～1,100円 0265-36-5111
又は 9時00分～23時00分の
間の6時間程度長野県飯田市

ビル清掃・メンテナン
スの営業

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 1,000円～1,200円 0265-52-0129

長野県飯田市
クリーニング業務 株式会社　クリーンサー

ビスナンシン
長野県下伊那郡喬木村８６１ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～950円 0265-33-2305
又は 9時00分～17時00分の
間の6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
不問 (1) 6時00分～ 9時00分

(2)16時30分～22時00分
年齢不問 TEL

（従業員数 7人 ）
パート労働者 20050- 2895891 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～16時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20050- 2979091 就業場所
時給

18歳以上

省令２号 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 2892991 就業場所
時給

不問 (1)10時00分～14時00分
(2)17時00分～21時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 2793091 就業場所
時給

不問 (1) 7時00分～10時00分
(2)10時30分～14時30分

年齢不問 TEL (3)16時30分～21時00分
（従業員数 112人 ）

パート労働者 20050- 2910591 就業場所
時給

不問 (1)18時00分～22時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20050- 3011091 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～12時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 7時00分～12時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20050- 2936591 就業場所
時給 交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～12時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)12時00分～22時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 3006991 就業場所
時給

不問 (1) 6時30分～12時30分
(2) 6時30分～14時00分

年齢不問 TEL (3) 6時30分～16時00分
（従業員数 45人 ）

パート労働者 20050- 2835991 就業場所
時給

不問 (1)14時00分～19時00分 普通自動車免許一種
(2) 8時30分～18時30分 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- 2837791 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～17時00分 フォークリフト技能者
(2)17時00分～21時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 2974791 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20050- 2843991 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～14時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 2870291 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 50人 ）

パート労働者 20050- 2902591 就業場所
時給

59歳以下

省令１号 TEL
（従業員数 72人 ）

パート労働者 20050- 2844491 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 45人 ）

パート労働者 20050- 2832091 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 14人 ）

パート労働者 20050- 2978191 就業場所

接客・調理 エルボン商事有限会社 長野県飯田市育良町１丁目１４－７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-25-1111

長野県飯田市
調理員「急募」 社会福祉法人　信濃こぶ

し会
長野県下伊那郡豊丘村大字神稲４０２６番
地１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-35-8511

長野県下伊那郡豊丘村
調理、接客スタッフ 三亀 長野県飯田市長姫町４番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-24-3048
又は17時00分～23時00分の
間の3時間以上長野県飯田市

接客及び調理補助 有限会社　信濃屋 長野県飯田市桜町１丁目３５番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-23-9931

長野県飯田市
レストラン接客係 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 900円～1,100円 0265-43-2811

長野県下伊那郡阿智村
ホール・キッチン ほんのり家 長野県飯田市長姫町４ 労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-24-7062

売店・喫茶 ひるがみ温泉　株式会社
（石苔亭いしだ）

長野県下伊那郡阿智村智里３３２－３ 労災

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-43-3300

長野県下伊那郡阿智村
旅館内業務 さくら管理有限会社 長野県飯田市大瀬木３５６５－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 830円～1,000円 090-7406-9130
又は 7時00分～22時00分の
間の8時間程度長野県下伊那郡下條村

食事係・客室清掃 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

雇用期間の定めなし 900円～950円 0265-24-0242

長野県飯田市
ふれあいスクール指
導員（学童クラブ指導
員）

高森町役場 下伊那郡高森町下市田２１８３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

890円～890円 0265-35-9416

長野県下伊那郡高森町
野菜集出荷業務兼ドラ
イバー

みなみ信州農業協同組
合

長野県飯田市鼎東鼎２８１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

880円～880円 0265-35-6627

長野県下伊那郡豊丘村
土木作業員・代人
（パート）

新井土木　株式会社 長野県下伊那郡阿智村春日３０３１－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,250円 0265-43-4035

しめじの加工・包装 有限会社　ささき木の子
園

長野県下伊那郡阿南町富草５２２０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 840円～840円 0260-22-3408

生産スタッフ【パート】
（９：００～１６：００）

マルマン株式会社 長野県飯田市大通２丁目２１７番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-22-1234

長野県飯田市
売場管理 株式会社綿半ホームエ

イド　アップルロード店
長野県飯田市鼎名古熊２０８７ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 835円～835円 0265-53-8845
又は 9時15分～21時00分の
間の6時間程度長野県飯田市

洗い場係 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

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-24-0242

長野県飯田市
【急募】仕込み　（パー
ト）

にこにこ弁当 長野県飯田市箕瀬町１－２４３２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 825円～825円 0265-22-0381


