
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 30人 ）

パート労働者 20050- 6950491 就業場所
時給 保育士

不問 (1) 8時30分～15時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 400人 ）

パート労働者 20050- 6972091 就業場所
日給

不問 (1) 8時45分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 21人 ）

パート労働者 20050- 6909491 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 7人 ）

パート労働者 20050- 6896891 就業場所
時給 普通自動車免許一種

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

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 6934791 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時10分
(2) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 26人 ）

パート労働者 20050- 6906391 就業場所
時給

不問 (1)10時00分～15時00分
(2) 9時30分～14時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 6968491 就業場所
時給

不問 (1) 6時50分～14時20分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 6923691 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20050- 6979291 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20050- 6978891 就業場所
時給 交替制あり 普通自動車免許一種

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 6888891 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20050- 6922391 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 5人 ）

パート労働者 20050- 6915691 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- 6955191 就業場所
時給 ホームヘルパー２級

18歳以上 (1)23時00分～ 4時30分 介護職員初任者研修

省令２号 TEL
（従業員数 100人 ）

パート労働者 20050- 6965391 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)16時30分～20時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20050- 6882091 就業場所
時給

18歳以上 (1)15時30分～19時30分
(2)19時00分～23時30分

省令２号 TEL
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20050- 6897291 就業場所

雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～950円 0265-48-5933
又は 8時30分～17時30分の
間の6時間以上長野県飯田市

所在地・就業場所

障がい者支援（仕事の
サポート）

有限会社　ジョブサポー
トいいだ

長野県飯田市上郷黒田６３４７

保育士（松尾東保育園
／パート）

飯田市役所 長野県飯田市大久保町２５３４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

954円～954円 0265-22-4511

長野県飯田市
学芸員補助（自然部
門）　　　（１０／１～）

飯田市役所 長野県飯田市大久保町２５３４ 雇用・労災

6,790円～6,790円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

876円～876円 0265-22-8118

長野県飯田市
一般事務（急募） 株式会社　カリス・コーポ

レーション
長野県飯田市嶋１５５番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

950円～1,000円 0265-26-2038

長野県飯田市
税理士補助 福嶋恭則税理士事務所 長野県飯田市高羽町１丁目４番地１０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～900円 0265-49-0230

生産管理アシスタント
事務

株式会社　阿智精機 長野県下伊那郡阿智村駒場６０８－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-43-2208

長野県下伊那郡阿智村
営業事務 信州電力　株式会社 長野県飯田市東和町三丁目５３６１－６　Ｋ

ＯＢＡビル２階
雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～2,000円 0265-48-6476
又は 9時30分～17時30分の
間の5時間程度長野県飯田市

販売員及び事務員 あずさ販売株式会社 長野県飯田市大瀬木３９７８－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 900円～900円 090-1663-3317

長野県下伊那郡阿智村
レジ・サービスカウン
ター業務

株式会社　長野県Ａ・
コープ　あいぱんいいだ
店

長野県飯田市桐林１０４０－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

825円～825円 0265-26-8320
又は 7時30分～20時00分の
間の7時間程度

水産物の加工・販売 株式会社　長野県Ａ・
コープ　あいぱんいいだ
店

長野県飯田市桐林１０４０－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

825円～825円 0265-26-8320
又は 7時30分～20時00分の
間の7時間程度

婦人服・子供服・服飾
雑貨販売　【パート】

株式会社　ＦＰナンジョウ 長野県飯田市中央通り４－３２－２　センノ
ビル２Ｆ

雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

880円～980円 090-7181-9115
又は 8時30分～21時30分の
間の8時間程度長野県飯田市

メンズ・レディース
ファッションの接客販
売

有限会社　山岸屋洋品
店

長野県飯田市江戸浜町３６４５－６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～900円 0265-24-9805
又は 8時45分～21時15分の
間の5時間程度長野県飯田市

文具、画材、額縁、書
道用品の販売

有限会社　キング堂 長野県飯田市銀座４丁目５番地 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

848円～900円 0265-24-5500
又は10時00分～18時30分の
間の5時間程度

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

介護職（パート職員） 綿半野原積善会　特別
養護老人ホーム「かざこ
しの里」

長野県飯田市三日市場２１００番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1,100円～1,100円 0265-28-2260

ホール係 有限会社　龍泉閣 長野県下伊那郡天龍村平岡１２８０－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 830円～920円 0260-32-1088

長野県下伊那郡天龍村
フロント業務 株式会社　アイスク 長野県飯田市鼎西鼎６１８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-23-8823
又は 9時00分～21時30分の
間の5時間以上長野県飯田市

    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)14時00分～19時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20050- 6898591 就業場所
時給

不問 (1)15時30分～18時30分
(2) 8時00分～12時30分

年齢不問 TEL (3)13時30分～16時30分
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20050- 6899191 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 8人 ）

パート労働者 20050- 6947091 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 30人 ）

パート労働者 20050- 6951791 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～16時00分
(2)13時00分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 6966691 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時10分
(2)13時00分～17時10分

年齢不問 TEL (3) 9時00分～15時00分
（従業員数 28人 ）

パート労働者 20050- 6905091 就業場所
時給

不問 (1) 8時30分～12時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 6946191 就業場所
時給

不問 (1) 7時30分～10時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20050- 6893991 就業場所
時給

不問 (1)17時30分～22時30分
(2)16時00分～20時30分

年齢不問 TEL (3)14時00分～18時30分
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20050- 6894491 就業場所
時給

不問 (1)15時30分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 1人 ）

パート労働者 20050- 6921091 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- 6936291 就業場所
時給

不問 (1) 8時30分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 6942791 就業場所

プール監視員 株式会社　アイスク 長野県飯田市鼎西鼎６１８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-23-8823
又は10時00分～21時00分の
間の5時間程度長野県飯田市

スイミング　インストラ
クター

株式会社　アイスク 長野県飯田市鼎西鼎６１８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,400円～2,200円 0265-23-8823

長野県飯田市
部品加工 株式会社　アンドーメタ

ルワークス
長野県下伊那郡松川町生田５９０４－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-36-6241
又は 8時30分～17時15分の
間の5時間以上長野県下伊那郡松川町

製造スタッフ 有限会社　ジョブサポー
トいいだ

長野県飯田市上郷黒田６３４７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～950円 0265-48-5933
又は 8時30分～17時30分の
間の5時間以上長野県飯田市

菓子製造・販売および
接客

株式会社　佳芳みつ蜂 長野県下伊那郡高森町山吹４３４－１４ 労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-34-3845
又は 9時00分～19時00分の
間の5時間以上長野県下伊那郡高森町

検査員、発送、梱包の
手伝い

株式会社　阿智精機 長野県下伊那郡阿智村駒場６０８－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-43-2208

長野県下伊那郡阿智村
こんにゃく製品の点
検、梱包　及び工場内
雑用

有限会社　塩澤屋商店 長野県下伊那郡松川町元大島１６１８ 労災

雇用期間の定めなし 850円～950円 0265-36-2332

長野県下伊那郡松川町
清掃・庶務（スポーツク
ラブＦＬＥＸ）（朝）

株式会社　アイスク 長野県飯田市鼎西鼎６１８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～950円 0265-23-8823

長野県飯田市
清掃・庶務（スポーツク
ラブＦＬＥＸ）（夕方～）
【急募】

株式会社　アイスク 長野県飯田市鼎西鼎６１８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～950円 0265-23-8823

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 1,000円～1,000円 0265-53-3911

長野県下伊那郡阿智村
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
【準社員】ホテル清掃
管理

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 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 1,200円～1,200円 0265-53-3911


