
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

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 4448491 就業場所
時給 理学療法士

不問 普通自動車免許一種

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 4449791 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18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- 4320191 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 31人 ）

パート労働者 20050- 4493091 就業場所
時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許一種
(2)10時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 4327891 就業場所
時給 ホームヘルパー２級

不問 (1) 8時15分～17時00分 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 22人 ）

パート労働者 20050- 4413491 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- 4489491 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 ホームヘルパー２級

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20050- 4418191 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 23人 ）

パート労働者 20050- 4317491 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- 4341491 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- 4328291 就業場所
時給

64歳以下 (1)17時00分～22時00分
(2)11時00分～16時00分

省令１号 TEL
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20050- 4346191 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- 4339091 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 (3)10時00分～21時00分
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20050- 4479391 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20050- 4349691 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- 4350491 就業場所
時給 普通自動車免許一種

18歳以上 (1)22時00分～ 7時00分 普通自動車免許ＡＴ

省令２号 TEL
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20050- 4466891 就業場所

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 1,600円～1,600円 0265-49-0211
又は 8時30分～17時30分の
間の4時間以上長野県下伊那郡阿智村

所在地・就業場所

訪問看護 特定非営利活動法人
在宅医療支援の会　道

長野県下伊那郡阿智村駒場４４７番地２

訪問リハビリテーショ
ン

特定非営利活動法人
在宅医療支援の会　道

長野県下伊那郡阿智村駒場４４７番地２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 1,600円～1,600円 0265-49-0211
又は 8時30分～17時30分の
間の4時間以上長野県下伊那郡阿智村

受付・事務スタッフ 株式会社いとう（アイ・
ホールいとう）

長野県飯田市鼎中平２８２０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 821円～900円 0265-23-1000

長野県飯田市
菓子の包装加工内の
事務処理

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

830円～840円 0265-22-2750

長野県下伊那郡高森町
接客・事務【急募】 株式会社　セレモニー

ホール飯田
長野県飯田市松尾明４９７５番地５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-24-0365

長野県飯田市
ヘルパー【パート】 株式会社　なみき 長野県飯田市銀座３丁目７番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 880円～880円 0265-22-8010

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
訪問介護 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・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 1,050円～1,350円 0265-53-3008
又は 7時00分～22時00分の
間の6時間程度

調理補助スタッフ 株式会社いとう　藤山 長野県飯田市鼎中平２８２０番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 900円～1,100円 0265-23-1000
又は 6時00分～17時00分の
間の7時間程度長野県下伊那郡喬木村

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 0265-53-6767
又は10時00分～22時00分の
間の7時間程度長野県飯田市

フロア係 株式会社　セレモニー
ホール飯田

長野県飯田市松尾明４９７５番地５ 労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-24-0365
又は 8時30分～18時00分の
間の7時間程度長野県飯田市

配膳係 今宮半平 長野県飯田市今宮町４丁目５６１０番地２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-22-4627

長野県飯田市
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
サービススタッフ 旬彩　ふく家 長野県飯田市高羽町６－２－７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,050円～1,300円 080-5144-1115

長野県飯田市
フロント事務 有限会社　光風館（おと

ぎ亭　光風）
長野県下伊那郡阿智村智里４９０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-43-3211

フロント事務 株式会社　はなや（ホテ
ルはなや）

長野県下伊那郡阿智村智里５３０‐１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-43-2700
又は 9時00分～15時00分の
間の5時間程度長野県下伊那郡阿智村

ナイトフロント（パート）
【急募】

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 1,000円～1,400円 0265-43-3300

長野県下伊那郡阿智村

    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。 

  発行日：令和元年6月14日 
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時給
不問 (1)17時30分～21時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20050- 4431791 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 50人 ）

パート労働者 20050- 4319891 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 22人 ）

パート労働者 20050- 4482291 就業場所
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9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- 4503891 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- 4384491 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～ 9時00分 普通自動車免許一種
(2)15時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 24人 ）

パート労働者 20050- 4414791 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1)18時00分～22時00分 フォークリフト技能者

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 4395291 就業場所
日給 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 5人 ）

パート労働者 20050- 4508391 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～13時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20050- 4376491 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- 4502791 就業場所
時給

不問 (1)13時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20050- 4467291 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～11時40分

年齢不問 TEL
（従業員数 48人 ）

パート労働者 20050- 4468591 就業場所
時給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～12時00分

省令１号 TEL
（従業員数 60人 ）

パート労働者 20050- 4497491 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- 4369791 就業場所
時給

不問 (1)13時00分～17時30分
(2) 8時30分～12時10分

年齢不問 TEL (3) 8時30分～17時30分
（従業員数 31人 ）

パート労働者 20050- 4492191 就業場所
時給

18歳以上 (1) 8時00分～11時30分
(2)18時00分～22時30分

省令２号 TEL (3)13時00分～16時00分
（従業員数 71人 ）

パート労働者 20050- 4362591 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20050- 4451191 就業場所

接客係 刈谷市民休暇村　サンモ
リ－ユ下條

長野県下伊那郡下條村睦沢２４９５－１ 労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0260-27-3735

メモリアル接遇スタッフ
（サービススタッフ）

株式会社いとう（アイ・
ホールいとう）

長野県飯田市鼎中平２８２０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 821円～900円 0265-23-1000
又は 8時00分～19時00分の
間の6時間程度長野県飯田市

漬物製造工 伊那食品株式会社 長野県下伊那郡松川町元大島５４６２－５ 雇用・労災・財
形

雇用期間の定めなし 850円～950円 0265-36-6136

長野県下伊那郡松川町
製品の組立・検査・出
荷

ルミア株式会社　飯田工
場

長野県飯田市時又９６５　飯田帝通内４号
棟２階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 900円～950円 0265-49-4440

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
運転業務 株式会社　なみき 長野県飯田市銀座３丁目７番地 労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-22-8010

長野県飯田市
夜間の花卉集荷業務 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）

880円～880円 0265-35-6627

長野県下伊那郡豊丘村
型枠大工 有限会社イチバ土木 長野県下伊那郡高森町下市田６６ 雇用・労災・厚

生11,000円～13,000
円

雇用期間の定めなし 1,375円～1,625円 0265-35-3118

長野県下伊那郡高森町
本の配達（月１回） 株式会社　アド・ブレーン 長野県飯田市育良町３－９－６ 労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-23-5737

長野県飯田市
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
（請）清掃作業員（飯田
市八幡町　１３時～１７
時）

株式会社　みつばクリー
ン

長野県飯田市八幡町２１８０番地３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

830円～870円 0265-23-5586

長野県飯田市
（請）清掃作業員 株式会社　みつばクリー

ン
長野県飯田市八幡町２１８０番地３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

830円～870円 0265-23-5586

長野県飯田市
リネン業務 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～1,000円 0265-36-2000

長野県下伊那郡松川町
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）

1,000円～1,000円 0265-43-2214

長野県駒ヶ根市
菓子包装作業（パー
ト）

株式会社　外　松 長野県飯田市松尾上溝３０１４－２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

825円～840円 0265-22-2750

長野県下伊那郡高森町
食器洗い場 「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

雇用期間の定めなし 840円～840円 0265-43-3434

長野県下伊那郡阿智村
除草【期】 環境文化教育機構　株

式会社
長野県飯田市松尾代田６３８－１　Ａ２０３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

900円～900円 0265-59-8080

長野県飯田市


