
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
不問 (1) 8時30分～15時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 39人 ）

パート労働者 20050- 8404191 就業場所
時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 8415691 就業場所
時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

18歳～64歳 (1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

省令１号 TEL (3)17時00分～ 9時00分
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20050- 8419891 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～15時15分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 8424991 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 8時45分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20050- 8382091 就業場所
時給

不問 (1)10時30分～14時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20050- 8388891 就業場所
時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

18歳～64歳 (1) 6時30分～15時30分
(2) 8時30分～17時30分

省令１号 TEL (3)17時00分～ 9時00分
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20050- 8402291 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 30人 ）

パート労働者 20050- 8360491 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）

年齢不問 TEL
（従業員数 43人 ）

パート労働者 20050- 8362891 就業場所
時給

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 30人 ）

パート労働者 20050- 8363291 就業場所
時給 ホームヘルパー２級

不問 (1) 7時00分～ 9時00分
(2)11時00分～13時00分

年齢不問 TEL (3)17時00分～20時00分
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20050- 8364591 就業場所
時給

不問 (1) 9時45分～19時15分
(2) 9時45分～13時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20050- 8365191 就業場所
時給

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2) 8時30分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20050- 8368691 就業場所
時給 美容師

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 8377991 就業場所
時給

18歳以上 (1)16時00分～22時00分

省令２号 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 8342991 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 91人 ）

パート労働者 20050- 8349091 就業場所
時給 はり師

不問 (1)10時30分～20時30分 きゅう師
あん摩マッサージ指圧師

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20050- 8354291 就業場所

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

926円～926円 0265-45-1231

長野県下伊那郡阿智村

所在地・就業場所

給食調理員 阿智村役場 長野県下伊那郡阿智村駒場４８３

野菜、果物の加工・梱
包・出荷

株式会社　テスク　　生
活菜園

長野県飯田市鼎名古熊２１８９－１ 労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-22-2388

長野県飯田市
介護士 医療法人　コスモス 長野県下伊那郡松川町元大島１５６０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～980円 0265-36-7037

長野県下伊那郡松川町
【急募】製品の検査 有限会社　泰聖精機 長野県飯田市松尾明８０６０－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-21-7511

長野県飯田市
半生菓子のパッケー
ジ、出荷作業

株式会社　戸田屋 長野県飯田市松尾上溝２９４５－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 890円～890円 0265-22-6018

調理業務（１０：３０～１
４：００）

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
介護士【急募】 医療法人　コスモス 長野県下伊那郡松川町元大島１５６０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～980円 0265-36-7037

長野県下伊那郡松川町
一般事務 株式会社　アドバンス

長野工場
長野県飯田市鼎切石５１２１－６７ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 950円～950円 0265-21-6018
又は 8時00分～17時00分の
間の4時間以上長野県飯田市

圧力計組立 パーフェクトゲージ工業
株式会社

長野県飯田市鼎下山４２５－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-22-8830

長野県飯田市
漬物製造およびカット
野菜加工

株式会社　アドバンス
長野工場

長野県飯田市鼎切石５１２１－６７ 労災

雇用期間の定めなし 860円～860円 0265-21-6018

長野県飯田市
介護員　【パート】 伊那縫製株式会社 長野県飯田市羽場町１－７－２ 労災

雇用期間の定めなし 1,100円～1,375円 0265-22-7271
又は 7時00分～20時00分の
間の3時間程度長野県飯田市

販売スタッフ【急募】 株式会社　しまむらアベ
イル上郷店

長野県飯田市上郷飯沼３４１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 1,060円～1,060円 0265-56-1960

長野県飯田市
梱包・包装・収穫作業 有限会社　熊谷きのこ園 長野県飯田市中村１４６４－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-25-2323

長野県飯田市
美容師 Ｋａｍｉ　０ｍｏｉ 長野県飯田市鼎上山１８３０－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-52-0325
又は 8時30分～21時00分の
間の5時間以上

換金所内業務 菅沼久義商店 長野県飯田市上郷別府３３４７－５ 労災

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-23-9422

生活支援員補助 社会福祉法人　明星会
明星学園

長野県飯田市駄科２２５０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～1,000円 0265-26-9456
又は 9時30分～16時00分の
間の6時間程度長野県飯田市

【急募】マッサージによ
る施術

湯ったり～な昼神マッ
サージ院

長野県下伊那郡阿智村智里３７０－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,200円～1,300円 0265-43-4005
又は10時30分～20時30分の
間の8時間程度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。 
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時給 はり師
不問 (1)10時30分～20時30分 きゅう師

あん摩マッサージ指圧師
年齢不問 TEL

（従業員数 6人 ）
パート労働者 20050- 8355591 就業場所

時給 看護師
不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

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

（従業員数 11人 ）
パート労働者 20050- 8357091 就業場所

時給
不問 (1) 8時30分～14時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 830人 ）

パート労働者 20050- 8315091 就業場所
時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 9時00分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 8323091 就業場所
時給 普通自動車免許

60歳以上 (1) 9時00分～12時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2)14時00分～17時00分

省令３号のニ TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 8325691 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1)13時30分～18時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20050- 8327491 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 9人 ）

パート労働者 20050- 8329891 就業場所

【急募】はり・きゅう・
マッサージによる施術

湯ったり～な昼神マッ
サージ院

長野県下伊那郡阿智村智里３７０－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,200円～1,300円 0265-43-4005
又は10時30分～20時30分の
間の8時間長野県下伊那郡阿智村

看護職員 有限会社　わくわく 長野県飯田市松尾寺所７０４３－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

1,100円～1,200円 0265-53-4335

長野県飯田市
一般事務補助 飯田市立病院 長野県飯田市八幡町４３８番地 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

876円～876円 0265-21-1255

長野県飯田市
一般事務 株式会社　久保田コンサ

ルタント
長野県飯田市鼎切石４３７１番地３

雇用期間の定めなし 850円～1,100円 0265-23-1717

調理および配達業務 特定非営利活動法人
グループかけはし

長野県飯田市上郷黒田２７６３－１ 労災

雇用期間の定めなし 848円～848円 0265-49-8131

長野県飯田市
指導員（エコール親
愛）【１３：３０～１８：３
０】

社会福祉法人　親愛の
里

長野県下伊那郡松川町元大島１５９３－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

945円～965円 0265-34-7120

長野県下伊那郡松川町
パンの販売（パート） パン工房　ローカリズム

（株式会社　ローカリズ
ム）

長野県飯田市鼎一色４１０番地　マクロマッ
クス２１ビル１階Ｄ号室

労災

雇用期間の定めなし 848円～1,000円 0265-24-6112
又は 9時00分～15時00分の
間の5時間程度長野県飯田市


