
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 准看護師

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 3751991 就業場所
時給 歯科衛生士

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 3734691 就業場所
時給 歯科衛生士

不問 (1)16時00分～19時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 3740091 就業場所
時給 歯科衛生士

不問 (1) 8時30分～11時30分
(2)14時30分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 3748591 就業場所
時給 保育士

不問 (1) 8時30分～16時00分 普通自動車免許一種
(2)16時00分～19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- 3728491 就業場所
時給 珠算能力検定（３級）

不問 (1)16時00分～19時00分
(2)16時30分～19時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20050- 3830691 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～15時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 3715191 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- 3887091 就業場所
時給

不問 (1) 8時30分～12時30分
(2)14時30分～18時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 3735991 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- 3773091 就業場所
時給 普通自動車免許一種

18歳以上 (1)21時00分～ 6時00分 普通自動車免許ＡＴ

省令２号 TEL
（従業員数 23人 ）

パート労働者 20050- 3747291 就業場所
時給

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

省令２号 TEL (3)22時00分～ 6時00分
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 3737791 就業場所
時給

59歳以下 (1) 9時00分～17時00分
(2)11時00分～19時00分

省令１号 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 3857491 就業場所
時給

不問 (1) 9時30分～17時00分
(2) 9時30分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20050- 3761891 就業場所
時給

18歳以上 (1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

省令２号 TEL (3)10時30分～19時30分
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 3770291 就業場所
時給 美容師

不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20050- 3714591 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～14時30分
(2)16時00分～21時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20050- 3785491 就業場所

調理場・洗い場業務 浪漫の館　月下美人
（有限会社ホテル三宜）

長野県下伊那郡下條村睦沢４２８６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～850円 0260-27-1008

長野県下伊那郡下條村

美容技術者およびア
シスタント【パート】

ページワン 長野県飯田市鼎名古熊２１０５－１ローズ
アネックスビル　２Ｆ

雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-52-1101
又は 9時00分～16時00分の
間の6時間以上

介護職（グループホー
ム）

株式会社　みつばさ 長野県飯田市鼎上山３８００番地の５ 労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-56-9288
又は 6時00分～21時00分の
間の8時間長野県飯田市

スーパーでのお茶の
試飲業務

株式会社　ビジネス・ポイ
ント

長野県飯田市本町３丁目大横２１番地 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1,000円～1,000円 0265-24-3399

長野県飯田市

販売・包装 シャディ新栄株式会社
飯田店

長野県飯田市鼎一色６２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 825円～825円 0573-67-8775
又は 9時00分～19時00分の
間の7時間程度長野県飯田市

コンビニ店員（セブンイ
レブン飯田大門店）

株式会社　Ｋａｚｕ．ｃｏｍ
（セブンイレブン　飯田大
門店）

長野県飯田市大門町８４－１０ 雇用・労災・厚
生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

830円～900円 0265-59-7155

長野県飯田市

運行管理補助者 旭松フレッシュシステム
株式会社

長野県飯田市駄科１００８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 840円～840円 0265-26-9738

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

医療事務（パート） 医療法人　あおぞら会
（こばやしクリニック泌尿
器科皮膚科）

長野県飯田市上郷飯沼１９１１－１ 労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-48-0457

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

一般事務 株式会社　ハーバル 長野県飯田市上郷別府１７２０－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

830円～1,000円 0265-22-0910

長野県飯田市

珠算塾指導兼アシスタ
ント

ＰＣあんざん教室 長野県下伊那郡高森町下市田２０５３－１ 労災

雇用期間の定めなし 1,000円～2,000円 0265-35-1579

長野県下伊那郡高森町

保育士 喬木村役場 長野県下伊那郡喬木村６６６４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

920円～1,000円 0265-33-2002

長野県下伊那郡喬木村

歯科衛生士・歯科助手
（パート）

小澤第二歯科医院 長野県下伊那郡下條村陽皐７４５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,100円 0260-27-3788

長野県下伊那郡下條村

歯科衛生士（パート） 医療法人明愛会　西島
歯科医院

長野県下伊那郡喬木村８６９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,500円～1,800円 0265-33-3118

長野県下伊那郡喬木村

歯科衛生士 医療法人　すみれ歯科
矯正クリニック

長野県飯田市大瀬木７９７－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,100円～1,500円 0265-49-8280
又は 8時30分～19時00分の
間の4時間以上

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 1,220円～1,400円 0265-34-1188
又は 8時15分～18時30分の
間の4時間以上長野県下伊那郡松川町

所在地・就業場所

看護師（准看護師） 医療法人　中塚内科循
環器科医院

下伊那郡松川町元大島３７７５－３

    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 普通自動車免許一種
18歳以上 (1)10時00分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ

(2)15時00分～21時00分
省令２号 TEL (3)18時00分～ 0時00分

（従業員数 17人 ）
パート労働者 20050- 3883891 就業場所

時給 普通自動車免許一種
18歳以上 (1)10時00分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ

(2)15時00分～21時00分
省令２号 TEL (3)18時00分～ 0時00分

（従業員数 17人 ）
パート労働者 20050- 3884291 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- 3780191 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- 3781091 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)15時00分～22時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 60人 ）

パート労働者 20050- 3752491 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- 3801291 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- 3757191 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- 3808491 就業場所
時給 交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～12時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 3717391 就業場所
時給

18歳以上 (1)18時00分～ 0時00分
(2)19時00分～ 0時00分

省令２号 TEL
（従業員数 70人 ）

パート労働者 20050- 3784991 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～ 9時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 3822691 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～ 9時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20050- 3823991 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～12時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 3831991 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～14時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～10時45分

年齢不問 TEL
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20050- 3832491 就業場所
時給 普通自動車免許一種

18歳～59歳 (1)20時00分～ 0時00分 普通自動車免許ＡＴ

省令１号 TEL
（従業員数 36人 ）

パート労働者 20050- 3729791 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- 3791691 就業場所

【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 労災

雇用期間の定めなし 825円～825円 0265-22-0381

業務員（パート） 甲信越福山通運株式会
社　飯田営業所

長野県飯田市下殿岡５０１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 950円～1,000円 0265-25-0292

長野県飯田市

清掃 ジャーナル商事　株式会
社

長野県飯田市高羽町３－１－１１ 労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-23-0353

長野県飯田市

清掃（中部電力飯田営
業所）

ジャーナル商事　株式会
社

長野県飯田市高羽町３－１－１１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-23-0353

長野県飯田市

清掃【飯田信用金庫
鼎支店】

ジャーナル商事　株式会
社

長野県飯田市高羽町３－１－１１ 労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-23-0353

長野県飯田市

清掃（飯田信用金庫
上飯田支店／城東支
店）

ジャーナル商事　株式会
社

長野県飯田市高羽町３－１－１１ 労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-23-0353

長野県飯田市

浴室係（１８：００～０
０：００）

株式会社スパーイン（殿
岡温泉湯～眠）

長野県飯田市上殿岡６２８ 労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-28-1111

長野県飯田市

清掃作業員（産業振興
の拠点）

有限会社　メンテナンス
矢澤

長野県飯田市松尾城４１２４－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～850円 0265-52-0129

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

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

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

仲居業務 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～1,026円 0265-36-2000

長野県下伊那郡松川町

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 1,000円～1,100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・調理（座光寺） 有限会社　小林　（ＣＯＣ
Ｏ壱番屋）

長野県飯田市長野原９３－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-23-7044
又は10時00分～ 0時30分の
間の6時間程度長野県飯田市

接客・調理（イオン飯
田アップルロード店）

有限会社　小林　（ＣＯＣ
Ｏ壱番屋）

長野県飯田市長野原９３－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-24-1773
又は10時00分～ 0時30分の
間の6時間程度長野県飯田市


