
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 看護師
不問 (1) 8時45分～18時15分 准看護師

(2) 8時45分～12時15分
年齢不問 TEL

（従業員数 4人 ）
パート労働者 20050- 8776291 就業場所

時給 看護師
不問 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

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- 8916791 就業場所

時給 診療放射線技師
不問 (1) 9時00分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 830人 ）

パート労働者 20050- 8697591 就業場所
時給 理学療法士

不問 普通自動車免許

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20050- 8740791 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 74人 ）

パート労働者 20050- 8707991 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 50人 ）

パート労働者 20050- 8773491 就業場所
時給 変形（１年単位）

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20050- 8871791 就業場所
時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1)10時05分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 54人 ）

パート労働者 20050- 8989391 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）

年齢不問 TEL
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20050- 8760191 就業場所 厚生年金基金
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 20人 ）

パート労働者 20050- 8772991 就業場所
時給

不問 (1) 8時30分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20050- 8849591 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- 8750291 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～13時00分
(2)13時00分～17時00分

年齢不問 TEL (3)17時00分～21時30分
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20050- 8844991 就業場所
時給

不問 (1) 9時30分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20050- 8981991 就業場所
時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許
(2)10時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20050- 8758791 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）

年齢不問 TEL
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20050- 8914991 就業場所
時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 9時15分～16時00分
(2)10時00分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 8976891 就業場所

所在地・就業場所

看護師 飯田山本クリニック 長野県飯田市山本３２０５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 1,250円～1,400円 0265-25-5110

長野県飯田市
【パート】デイサービス
看護職員（春日）

社会福祉法人阿智村社
会福祉協議会

長野県下伊那郡阿智村駒場４８３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

950円～1,000円 0265-45-1234

長野県下伊那郡阿智村
診療放射線技師 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）

1,160円～1,160円 0265-21-1255

訪問リハビリテーショ
ン

特定非営利活動法人
在宅医療支援の会　道

長野県下伊那郡阿智村駒場４４７番地２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 1,600円～1,600円 0265-49-0211
又は 8時30分～17時30分の
間の4時間以上長野県下伊那郡阿智村

障害者就労支援員
（パート）

企業組合　アップル工房
イイダ

長野県飯田市座光寺１３５１－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～950円 0265-56-1155
又は 9時00分～16時00分の
間の3時間以上長野県飯田市

受付・事務スタッフ 株式会社いとう（アイ・
ホールいとう）

長野県飯田市鼎中平２８２０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 880円～950円 0265-23-1000

長野県飯田市
一般事務、営業事務 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

事務職 株式会社　コバックス 長野県下伊那郡喬木村１６８４５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 860円～860円 0265-56-2968

長野県下伊那郡喬木村
総務・経理 株式会社　セレモニー

ホール飯田
長野県飯田市松尾明４９７５番地５ 雇用・労災・健

康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-24-0365

長野県飯田市
倉庫内業務 株式会社　吉川 長野県飯田市嶋９０－５ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～850円 0265-26-1246
又は 9時00分～18時00分の
間の6時間以上長野県飯田市

運行管理者　【昼間
パート】

池畑運送株式会社飯田
支店

下伊那郡高森町下市田３３３３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 900円～900円 080-5764-9728

長野県下伊那郡高森町
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）

850円～850円 0265-26-8320
又は 7時30分～20時00分の
間の7時間程度

ケーキ菓子販売 シャトレーゼ　飯田店（有
限会社スマイルジャパ
ン）

長野県飯田市鼎名古熊２０６２－１ 労災

雇用期間の定めなし 848円～850円 0265-24-9000

長野県飯田市
菓子の販売および包
装

菓匠　赤門や 長野県飯田市鼎上山１４５３－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 848円～850円 0265-52-1483

長野県飯田市
接客・事務【急募】 株式会社　セレモニー

ホール飯田
長野県飯田市松尾明４９７５番地５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-24-0365

長野県飯田市
介護員（デイサービス
センター）

社会福祉法人阿智村社
会福祉協議会

長野県下伊那郡阿智村駒場４８３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～900円 0265-45-1234

長野県下伊那郡阿智村
介護（パート・七和の
里）

社会福祉法人　ゆいの
里

長野県飯田市龍江７１５９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

860円～880円 0265-27-4600

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)17時00分～22時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 68人 ）

パート労働者 20050- 8708491 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 23人 ）

パート労働者 20050- 8754391 就業場所
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 30人 ）

パート労働者 20050- 8757491 就業場所
時給

64歳以下 (1)17時00分～22時00分
(2)11時00分～16時00分

省令１号 TEL
（従業員数 18人 ）

パート労働者 20050- 8964691 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- 8961191 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 50人 ）

パート労働者 20050- 8774791 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 60人 ）

パート労働者 20050- 8966491 就業場所
時給 普通自動車免許

60歳以上 普通自動車免許（ＡＴ限定）

省令３号のニ TEL
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20050- 8858191 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 普通自動車免許

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20050- 8816591 就業場所
時給 変形（１年単位） 普通自動車免許

不問 (1) 8時10分～17時10分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 136人 ）

パート労働者 20050- 8810691 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 30人 ）

パート労働者 20050- 8794591 就業場所
時給

不問 (1) 8時00分～17時10分
(2) 9時00分～17時10分

年齢不問 TEL
（従業員数 41人 ）

パート労働者 20050- 8877391 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 6人 ）

パート労働者 20050- 8698191 就業場所
時給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 33人 ）

パート労働者 20050- 8747691 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～10時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2)15時15分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 95人 ）

パート労働者 20050- 8998991 就業場所
時給 普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～13時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2)17時30分～21時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20050- 8700891 就業場所
時給

不問 (1) 8時45分～14時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20050- 8711191 就業場所

和食調理人（パート） 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 1,500円～1,500円 0265-28-1111

長野県飯田市
調理補助スタッフ 株式会社いとう　藤山 長野県飯田市鼎中平２８２０番地 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 900円～1,100円 0265-23-1000
又は 6時00分～17時00分の
間の7時間程度長野県下伊那郡喬木村

フロア係 株式会社　セレモニー
ホール飯田

長野県飯田市松尾明４９７５番地５ 労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-24-0365
又は 8時30分～18時00分の
間の7時間程度長野県飯田市

配膳係 今宮半平 長野県飯田市今宮町４丁目５６１０番地２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～1,000円 0265-22-4627

長野県飯田市
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

メモリアル接遇スタッフ
（サービススタッフ）

株式会社いとう（アイ・
ホールいとう）

長野県飯田市鼎中平２８２０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 880円～950円 0265-23-1000
又は 8時00分～19時00分の
間の6時間程度長野県飯田市

児童館厚生員【パー
ト】

松川町役場 長野県下伊那郡松川町元大島３８２３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

900円～900円 0265-36-7021

長野県下伊那郡松川町
軽作業（部品加工） 有限会社　新川 長野県下伊那郡高森町下市田３１１１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～860円 0265-48-8181
又は 8時00分～20時00分の
間の3時間以上長野県下伊那郡高森町

自動車修理工 水晶自動車鈑金 長野県飯田市久米６３６－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

860円～1,350円 0265-25-8800

長野県飯田市
仕上加工 株式会社　乾光精機製

作所
長野県下伊那郡高森町山吹８６８５－１ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 883円～903円 0265-35-5345
又は 8時10分～17時10分の
間の6時間程度長野県下伊那郡高森町

作業員 株式会社　テラダパー
ツ・イイダ

長野県下伊那郡松川町生田８２３－５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

850円～900円 0265-34-1522
又は 9時00分～17時00分の
間の5時間程度長野県下伊那郡松川町

菓子製造【パート】 株式会社マツザワ 長野県下伊那郡高森町下市田３１２３番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 850円～880円 0265-33-2525

長野県下伊那郡喬木村
惣菜の製造、販売 株式会社　圭 長野県飯田市中村６７０－４４ 雇用・労災・健

康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～900円 090-3083-4780

長野県飯田市
搬送機器ゴム部品の
加工

株式会社　スエヒロゴム
工業

長野県飯田市川路５１０４－６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 850円～900円 0265-48-0908

＊急募＊利用者の送
迎

社会福祉法人　林の杜 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲４１７６ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

860円～860円 0265-35-1870

一般清掃 株式会社　ヨシザワ 長野県飯田市中村６７０番地３２ 労災

雇用期間の定めなし 950円～1,000円 0265-49-5355

長野県下伊那郡阿智村
【急募】ホテル客室清
掃

株式会社　ＢＩＳＯ　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 880円～950円 0265-53-3911

長野県飯田市


