
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（ＡＴ限定）
不問 (1) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 8651991 就業場所
時給 医療事務資格

不問 (1) 8時15分～18時10分
(2) 8時15分～12時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 8661891 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2)13時00分～19時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 37人 ）

パート労働者 20050- 8635991 就業場所
時給 日商簿記３級

不問 (1) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 8667691 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- 8659391 就業場所
時給

不問 (1) 6時00分～ 9時00分
(2)13時00分～17時00分

年齢不問 TEL (3)17時00分～22時00分
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 8682391 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20050- 8638891 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20050- 8639291 就業場所
時給

59歳以下 (1)10時00分～14時00分
(2)18時00分～21時00分

省令１号 TEL (3)21時00分～ 0時00分
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 8649191 就業場所 厚生年金基金
時給 普通自動車免許

不問 (1)10時00分～15時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 8654891 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 9時30分～15時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 8689591 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20050- 8691691 就業場所
時給 変形（１年単位） 普通自動車免許

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 8647291 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 8686791 就業場所
時給 変形（１年単位） 普通自動車免許

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 8646891 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 8時10分～17時05分

年齢不問 TEL
（従業員数 98人 ）

パート労働者 20050- 8645791 就業場所
時給 準中型自動車免許

不問 (1) 8時30分～16時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 46人 ）

パート労働者 20050- 8632091 就業場所

雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～950円 0265-36-5758
又は 8時00分～17時00分の
間の5時間以上長野県下伊那郡松川町

所在地・就業場所

一般事務　【パート】 南信立山サッシ販売　株
式会社

長野県下伊那郡松川町生田８６５番地

【急募】医療事務　（正
社員）

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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 965円～1,135円 0265-34-1188
又は 8時15分～18時10分の
間の4時間以上長野県下伊那郡松川町

事務員（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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～900円 0265-25-0292

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 880円～950円 0265-24-9224

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）

850円～900円 0265-59-7155

長野県飯田市
販売員（コンビニエン
スストア）

セブンイレブン飯田白山
町店　（株式会社　ＷＡＩ
ＷＡＩ）

長野県飯田市白山町１丁目６４５６－１ 労災

雇用期間の定めなし 848円～1,000円 0265-52-2877

長野県飯田市
キッチンスタッフ だいこく家　飯田店（株式

会社　ジェイド）
長野県飯田市鼎上山３６５１ 労災

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-53-8929
又は17時00分～23時00分の
間の3時間以上

ホールスタッフ だいこく家　飯田店（株式
会社　ジェイド）

長野県飯田市鼎上山３６５１ 労災

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-53-8929
又は17時00分～23時00分の
間の2時間以上

らーめん店スタッフ
（幸楽苑　飯田上郷
店）

株式会社　幸楽苑　飯田
上郷店

長野県飯田市上郷飯沼２２２３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 950円～1,155円 0265-21-4310
又は10時00分～ 0時00分の
間の3時間程度長野県飯田市

ホール・喫茶補助 陶工房　空　川楽屋　（Ｇ
ｒｏｕｎｄ　Ｃｕｉｓｉｎｅ　川楽
屋）

長野県飯田市上郷別府２９２－３２１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 860円～950円 0265-23-5033

長野県飯田市
キッチン・厨房調理補
助

陶工房　空　川楽屋　（Ｇ
ｒｏｕｎｄ　Ｃｕｉｓｉｎｅ　川楽
屋）

長野県飯田市上郷別府２９２－３２１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 880円～1,000円 0265-23-5033

長野県飯田市
お弁当の盛付 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 850円～850円 0265-22-0381
又は 6時00分～12時00分の
間の4時間程度長野県飯田市

腐葉土の製造と落葉
採取

光伸製瓦有限会社 長野県下伊那郡喬木村４８０５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-33-3155
又は 7時30分～17時30分の
間の8時間程度長野県下伊那郡喬木村

ペットフード製造 株式会社　こもれび 長野県下伊那郡松川町上片桐４０２７－３
３－２

雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-48-5927

長野県下伊那郡松川町
瓦屋根葺工事【職人見
習】

光伸製瓦有限会社 長野県下伊那郡喬木村４８０５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,300円 0265-33-3155
又は 7時30分～17時30分の
間の8時間程度長野県下伊那郡喬木村

部品、製品運搬【パー
ト】

株式会社　マルヒ 長野県飯田市桐林２６６８番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,000円～1,000円 0265-28-5211
又は 8時10分～17時05分の
間の5時間以上長野県飯田市

出荷配送スタッフ ユニプリント株式会社 長野県下伊那郡松川町生田９００－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～950円 0265-34-1515

長野県下伊那郡松川町

    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11月29日 



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

    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11月29日 

時給
不問 (1)11時30分～15時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 8658091 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～15時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 8634691 就業場所
時給

不問 (1) 8時30分～12時45分
(2)13時30分～15時30分

年齢不問 TEL (3) 8時30分～15時30分
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 8643991 就業場所

清掃員 小坂クリニック 長野県飯田市座光寺３４９６－１ 労災

雇用期間の定めなし 900円～920円 0265-24-3933

長野県飯田市
きのこの包装作業 有限会社　Ｉ・Ｆａｃｔｏｒｙ 長野県下伊那郡下條村睦沢７７７０－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～950円 0260-27-2289

長野県下伊那郡下條村
病院内食器洗浄 モモザワ 長野県飯田市大瀬木１１９－７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,100円 0265-25-5168

長野県飯田市


