
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 薬剤師
不問

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 5395891 就業場所
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 看護師
准看護師

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 5400891 就業場所
時給 管理栄養士

不問 (1) 8時30分～14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 20人 ）

パート労働者 20050- 5267291 就業場所
時給 幼稚園教諭免許

59歳以下 (1)16時30分～18時30分 保育士

省令１号 TEL
（従業員数 23人 ）

パート労働者 20050- 5324091 就業場所
その他

不問 (1)16時30分～18時00分
(2)18時00分～19時30分

年齢不問 TEL (3)19時40分～21時10分
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20050- 5385491 就業場所
日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～17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- 5363591 就業場所
時給 変形（１年単位）

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 5371591 就業場所
時給

不問 (1) 9時30分～17時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 187人 ）

パート労働者 20050- 5273791 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20050- 5282291 就業場所
時給 交替制あり

不問 (1) 9時00分～12時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 5393491 就業場所
時給

不問 (1)17時30分～21時30分
(2)18時30分～21時30分

年齢不問 TEL (3)19時00分～21時30分
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 5297491 就業場所
時給 簿記検定（日商３級）

不問 (1) 9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- 5399091 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 32人 ）

パート労働者 20050- 5313291 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20050- 5392991 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 70人 ）

パート労働者 20050- 5298791 就業場所
時給 交替制あり 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)17時00分～22時00分

省令２号 TEL (3)20時00分～ 0時00分
（従業員数 135人 ）

パート労働者 20050- 5326691 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- 5362291 就業場所

所在地・就業場所

薬　剤　師 有限会社　遠山調剤
（アップル薬局）

長野県下伊那郡松川町元大島３２６６番地
１

雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,600円～2,200円 0265-34-1372
又は 9時00分～13時00分の
間の4時間程度長野県下伊那郡松川町

看護師　【パート】 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 1,200円～1,200円 0265-21-0530
又は 7時00分～20時30分の
間の6時間程度長野県飯田市

管理栄養士 特定非営利活動法人　く
れよん

長野県飯田市宮ノ上３９２３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-56-9056

長野県飯田市
保育教諭（延長保育） 学校法人マリア学園　聖

クララ幼稚園
長野県飯田市松尾代田１４２０－１ 労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-22-2916

長野県飯田市
個別学習塾講師 明光義塾　飯田丸山教

室
長野県飯田市今宮町３－５ 労災

1,700円～1,900円

雇用期間の定めなし 1,133円～1,266円 0265-23-7271

長野県飯田市
音響業務 株式会社　ＣＵＢＥ 長野県下伊那郡高森町上市田３７３－８ 雇用・労災

10,000円～12,000
円

雇用期間の定めなし 1,428円～1,714円 0265-52-3041
又は 9時00分～22時00分の
間の8時間程度長野県下伊那郡高森町

［期・急募］地図作成
（飯田）

有限会社　ペーパー・
シャワーズ

長野県飯田市上郷別府１６９７－５ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

825円～825円 0265-49-3986
又は 9時00分～18時00分の
間の6時間程度長野県飯田市

庶務事務　【パート】 日本郵便株式会社　飯
田郵便局

長野県飯田市鈴加町１－７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～850円 0265-23-2600

長野県飯田市
一般事務（パート） 飯田メッキ工業　株式会

社
長野県飯田市下久堅下虎岩４６３番地 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-29-8921

長野県飯田市
医療事務　【パート】 回生堂皮膚科クリニック 長野県飯田市上郷別府３３４５－１１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,100円 0265-22-0511

学習塾の事務業務 東大進学会飯田本部 長野県飯田市鼎東鼎１３８ 労災

雇用期間の定めなし 830円～830円 0265-56-0463

長野県飯田市
一般事務 片桐博道税理士事務所 長野県飯田市鼎東鼎１００－１７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～950円 0265-24-9224

長野県飯田市
クリーニング店員 有限会社　ホームクリー

ニング
長野県飯田市川路１０１４番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 840円～840円 0265-27-2030
又は 9時00分～21時00分の
間の5時間程度長野県飯田市

営業事務、製造事務、
経理事務

株式会社　積水化成品
中部　飯田工場

長野県飯田市座光寺６６２８番地１３０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～1,000円 0265-21-1001
又は 8時30分～17時30分の
間の6時間以上長野県飯田市

電話受発信コミュニ
ケーター（パート）

株式会社テレネット　長
野コンタクトセンター

長野県飯田市鼎名古熊２６０６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-21-7222
又は 9時00分～20時00分の
間の5時間程度長野県飯田市

調理 有限会社　サン・コーポ
レーション
（３びきのこぶたグルー
プ）

長野県飯田市鼎一色４９－１ 労災

雇用期間の定めなし 970円～1,120円 0265-24-8115
又は 9時00分～ 1時00分の間
の6時間程度長野県飯田市

調理係・接客係
【パート】

このんこぴあ 長野県飯田市座光寺４５９８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,125円 0265-53-3909
又は 8時00分～23時30分の
間の3時間以上

    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7月19日 
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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- 5270691 就業場所

時給
不問 (1)10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- 5315191 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1)17時30分～22時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 5317391 就業場所
時給

18歳以上 (1)18時00分～22時30分
(2)10時00分～15時00分

省令２号 TEL (3)18時00分～21時00分
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 5330591 就業場所
時給

18歳以上

省令２号 TEL
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20050- 5364191 就業場所
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)10時00分～14時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20050- 5284191 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 3人 ）

パート労働者 20050- 5377491 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 4人 ）

パート労働者 20050- 5322591 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～13時00分
(2)12時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20050- 5388291 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 8人 ）

パート労働者 20050- 5391691 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 0人 ）

パート労働者 20050- 5379891 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～11時30分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 57人 ）

パート労働者 20050- 5291591 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 26人 ）

パート労働者 20050- 5316091 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1)18時00分～21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- 5342691 就業場所
時給 原動機付自転車免許

18歳以上

省令２号 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 5358091 就業場所
時給

不問 (1)15時15分～16時45分

年齢不問 TEL
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20050- 5294391 就業場所
時給

不問 (1) 6時00分～12時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 70人 ）

パート労働者 20050- 5307091 就業場所

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
調理・接客【土・日・祝
勤務】

株式会社ＴＭダイニング
ポムの樹　飯田アップル
ロード店

長野県飯田市鼎名古熊６６０－１ 労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-48-6432

長野県飯田市
飲食店ホール係（夜） たかどや　モーモー 長野県飯田市山本１６４９－１ 労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-25-6041

長野県飯田市
ホールスタッフ及び調
理補助

創作料理　灯（ａｋａｒｉ） 長野県飯田市鼎名古熊２６１０－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 830円～1,000円 0265-48-0725

長野県飯田市
店内スタッフ たんぽぽ 長野県飯田市羽場坂町２３５１－５２　１階

雇用期間の定めなし 900円～900円 0265-53-5597
又は17時30分～23時30分の
間の4時間以上長野県飯田市

健康飲料イベントサ
ポート

株式会社　コア 長野県飯田市松尾上溝２９４５－１３ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～850円 0265-22-2750

長野県下伊那郡高森町
トリマー ドッグライフショップ　リボ

ン　（有限会社　レイン
ボー企画）

長野県飯田市北方３４３０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 821円～1,200円 080-2047-5926
又は 9時00分～18時00分の
間の5時間程度長野県飯田市

【期】農業（きゅうり・パ
プリカの農作業）

原　農場 長野県飯田市座光寺４５２０－３３

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～900円 090-4464-0119
又は 6時00分～17時00分の
間の6時間程度長野県飯田市

菓子製造　＊急募＊ 有限会社　小原製菓 長野県飯田市鼎中平２２７１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 830円～850円 0265-24-2358

長野県飯田市
干し柿生産作業・ＭＳ
トマト管理生産

株式会社　ヌーベル
ファーム泰阜

長野県下伊那郡泰阜村３４４０－２９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～950円 0260-26-2234

長野県下伊那郡泰阜村
人力車運行俥夫 市民グループ　信濃飯田

龍車
長野県飯田市鼎上山１６３９－４ 労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-55-1051
又は10時00分～16時00分の
間の3時間程度長野県飯田市

荷物の受入作業（土・
日・祝日のみ）

株式会社　コスミック恵
歯研

長野県飯田市三日市場１７７７－３ 労災

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-25-0001

長野県飯田市
セールスドライバー
（パート）

近物レックス株式会社
飯田支店

長野県飯田市下殿岡４５８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,100円～1,100円 0265-25-1955
又は 8時30分～17時30分の
間の5時間以上長野県飯田市

宅配ナイトライダー 合同会社　サワヤ 長野県下伊那郡松川町元大島１５６１－１
２

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1,000円～1,000円 0265-36-2138

新聞配達（朝刊） 読売新聞　飯田店 長野県飯田市高羽町１－４－１２ 労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,200円 0265-53-8020
又は 3時00分～ 6時00分の間
の2時間程度長野県飯田市

トイレ清掃 株式会社　ＢＩＳＯ　飯田
営業所
（元、（株）南信美装伊那
飯田営業所　）

長野県飯田市羽場坂町２３５１－３９ 労災

雇用期間の定めなし 821円～850円 0265-53-3911

長野県下伊那郡阿智村
浴室係（６：００～１２：
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


