
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 歯科衛生士
不問 (1)14時00分～18時30分

(2)14時00分～18時00分
年齢不問 TEL

（従業員数 7人 ）
パート労働者 20050- 7728291 就業場所

時給 普通自動車免許
不問 (1) 8時30分～16時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(2) 9時00分～15時00分
年齢不問 TEL (3) 8時30分～17時30分

（従業員数 36人 ）
パート労働者 20050- 7678491 就業場所

時給 普通自動車免許
不問 (1)19時00分～22時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20050- 7681191 就業場所
時給

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 (3)16時00分～18時30分
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 7654291 就業場所
時給

不問 (1)16時00分～22時00分
(2)13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- 7672591 就業場所
時給

不問 (1)16時15分～20時50分

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 7670891 就業場所
時給 普通自動車免許

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 7652791 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 26人 ）

パート労働者 20050- 7657091 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 32人 ）

パート労働者 20050- 7649091 就業場所
時給

不問 (1)17時00分～20時00分
(2)15時00分～20時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20050- 7664591 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- 7725491 就業場所
時給 普通自動車免許

18歳以上 (1) 0時00分～ 9時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2)17時00分～ 1時00分

省令２号 TEL (3)22時00分～ 1時00分
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20050- 7644791 就業場所
時給

不問 (1) 8時15分～17時00分 普通自動車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 24人 ）

パート労働者 20050- 7667391 就業場所
時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 9時00分～15時00分 ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 7674091 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～14時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2) 9時00分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 32人 ）

パート労働者 20050- 7648191 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2)14時00分～20時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20050- 7680591 就業場所
時給 調理師

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 29人 ）

パート労働者 20050- 7689291 就業場所

労災

雇用期間の定めなし 1,200円～1,200円 0265-23-0458

長野県飯田市

所在地・就業場所

歯科衛生士（パート） 医療法人　松村歯科医
院

長野県飯田市上郷黒田３３５－４

職業指導員（ハート） 株式会社　ＨＥＡＲＴ 長野県飯田市大瀬木４３３７－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～900円 0265-49-8869

長野県飯田市
生活支援員【パート】 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

採点助手（飯田教室） 公文式　飯田・伊賀良教
室

長野県飯田市北方１２７６ 労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-25-7615

長野県飯田市
塾講師 株式会社トライグループ

家庭教師のトライ・個別
教室のトライ　飯田駅前
校

長野県飯田市元町５４２８－１５　第二吉川
ビル２Ｆ

労災

雇用期間の定めなし 1,300円～3,000円 0265-56-8801

長野県飯田市
受付 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）

850円～900円 0265-23-5586

長野県飯田市
事務（桐林）（パート） 株式会社　原鉄 長野県飯田市大門町２６番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-24-1206
又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度長野県飯田市

一般事務（パート） 株式会社　フライト 長野県下伊那郡阿智村春日１６８０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,200円 0265-48-5993
又は 8時30分～17時15分の
間の4時間以上長野県下伊那郡阿智村

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 860円～860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

レジ係 株式会社　パルム豊丘 下伊那郡豊丘村神稲１２４１０番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-35-8885

長野県下伊那郡豊丘村
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 848円～848円 0265-53-8845

長野県飯田市
店員 セブンイレブン　飯田松

尾上溝店
長野県飯田市松尾上溝２６５８－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 870円～870円 0265-23-1207

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
介護職員（資格無しで
も可）　調理と介護の
仕事です。

有限会社　わくわく 長野県飯田市松尾寺所７０４３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 876円～926円 0265-53-4335

長野県飯田市
クリーニング職 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 労災

雇用期間の定めなし 860円～880円 0265-27-2030

長野県飯田市
調理員 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 860円～930円 0265-56-9056

長野県飯田市
【急募】調理師 社会福祉法人　明星会

明星保育園
長野県飯田市鼎切石３９２８ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

940円～940円 0265-24-8020
又は 9時00分～15時00分の
間の6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。 

  発行日：令和元年10月18日 
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時給
不問 (1) 5時45分～ 9時45分

(2)14時00分～17時00分
年齢不問 TEL

（従業員数 0人 ）
パート労働者 20050- 7687791 就業場所

時給
不問 (1) 9時30分～14時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 7671291 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 18人 ）

パート労働者 20050- 7716991 就業場所
時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 7656191 就業場所
時給

不問 (1) 9時30分～15時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 86人 ）

パート労働者 20050- 7669991 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 10人 ）

パート労働者 20050- 7675391 就業場所
時給

不問 (1) 7時00分～15時00分
(2) 9時00分～17時00分

年齢不問 TEL (3)15時00分～21時00分
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 7690091 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～16時45分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 43人 ）

パート労働者 20050- 7666091 就業場所
時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時00分～12時00分 普通自動車免許

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 7697291 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～16時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 7693991 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1)13時00分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 34人 ）

パート労働者 20050- 7653891 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 7704191 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 7時00分～10時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2)15時00分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20050- 7726791 就業場所
時給 交替制あり 普通自動車免許

20歳以上 (1)20時00分～ 1時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2)20時00分～ 1時30分

省令２号 TEL (3)20時00分～ 2時00分
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20050- 7660491 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～12時00分

年齢不問 TEL (3)13時00分～17時00分
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 7707691 就業場所
時給

不問 (1) 9時30分～13時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 7647591 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～14時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20050- 7686491 就業場所

調理・片づけ業務 三菱電機ライフサービス
株式会社　　　中津川支
店　飯田出張所

長野県飯田市松尾代田１２１３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1,000円～1,000円 0265-53-7468

ホールスタッフ・キッチ
ン補助

大石家 長野県飯田市鼎名古熊　２５２０－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

900円～900円 0265-48-6005
又は 9時30分～16時00分の
間の5時間程度長野県飯田市

レストランの接客 株式会社　そばの城 長野県下伊那郡下條村睦沢４３３１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～870円 0260-27-1151

長野県下伊那郡下條村
調理・接客・キッチンス
タッフ

株式会社　セイブ　ア
パーソンズ

長野県飯田市鼎名古熊２１０４一７　ローズ
アネックス　１－Ｂ１－Ｃ

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-48-0704
又は10時00分～20時00分の
間の4時間以上長野県飯田市

レストランサービス シルクホテル中田製絲
株式会社

長野県飯田市錦町１－１０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

878円～998円 0265-23-8383

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 労災

雇用期間の定めなし 1,100円～1,300円 0265-53-0298

長野県飯田市
配膳・客室係 一般財団法人　阿智開

発公社　野熊の庄月川
長野県下伊那郡阿智村智里４０９２－７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-44-2321
又は 7時00分～21時00分の
間の3時間以上長野県下伊那郡阿智村

フロントスタッフ【パー
ト】

一般財団法人高森町ま
ちづくり振興公社

長野県下伊那郡高森町下市田２１８３番地
１

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 0265-35-8260
又は 7時15分～21時30分の
間の8時間程度長野県下伊那郡高森町

しめじ栽培作業全般 片桐しめじ園　　片桐修 長野県飯田市中村１８８５ 労災

雇用期間の定めなし 900円～900円 0265-25-7826

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～1,500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・検査業務【急募】 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 850円～1,000円 0265-24-8880

長野県飯田市
＊急募＊墓石の設
置、改修、基礎工事

株式会社　中島保石材 長野県飯田市毛賀５４９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 1,570円～1,570円 0265-22-2784

長野県飯田市
【朝夕限定】運転手 株式会社みらい福祉会 長野県飯田市上郷飯沼３５１２－２２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-48-0336

長野県飯田市
追随ドライバー（運転
代行）

シティー代行（有限会社
飯田ヘルパー）

長野県飯田市大瀬木４１０９－１ 労災・健康

雇用期間の定めなし 850円～1,200円 090-3142-5203

長野県飯田市
建設設備工事 株式会社マッシュテック 長野県飯田市今宮町４丁目３９番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,100円～1,500円 0265-24-5954

長野県飯田市
【請】ビジネスホテルの
清掃

クボタ美装 長野県飯田市白山通り３－３７８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 870円～880円 090-2436-8341

長野県飯田市
ホテル客室清掃（昼神
温泉地区）

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 848円～848円 0265-53-3911

長野県下伊那郡阿智村


