
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 薬剤師

不問
TEL

（従業員数 330人 ）
パート労働者 20050- 2141301 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり 看護師

不問
TEL

（従業員数 330人 ）
パート労働者 20050- 2163801 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり 准看護師

不問
TEL

（従業員数 330人 ）
パート労働者 20050- 2162701 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり 歯科衛生士

不問
TEL

（従業員数 13人 ）
パート労働者 20050- 2197201 就業場所 長野県飯田市

時給

不問
TEL

（従業員数 7人 ）
パート労働者 20050- 2192901 就業場所 長野県下伊那郡高森町

月給
(1)8時30分～16時30分

不問
TEL

（従業員数 10人 ）
パート労働者 20050- 2142601 就業場所

時給
(1)9時00分～13時00分

不問
TEL

（従業員数 8人 ）
パート労働者 20050- 2189801 就業場所 長野県飯田市

時給

不問
TEL

（従業員数 20人 ）
パート労働者 20050- 2127101 就業場所

時給 日商簿記３級
(1)9時00分～15時00分

不問
TEL

（従業員数 5人 ）
パート労働者 20050- 2135101 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)8時00分～17時10分

不問
TEL

（従業員数 26人 ）
パート労働者 20050- 2134901 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

時給 介護職員初任者研修修了者
(1)17時15分～8時30分

18歳以上
TEL

（従業員数 47人 ）
パート労働者 20050- 2147801 就業場所 長野県飯田市

時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

不問
TEL

（従業員数 330人 ）
パート労働者 20050- 2161401 就業場所

時給 交替制あり

不問
TEL

（従業員数 57人 ）
パート労働者 20050- 2168601 就業場所 長野県飯田市

時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

不問
TEL

（従業員数 57人 ）
パート労働者 20050- 2169901 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり
(1)6時40分～9時40分

不問 (2)16時00分～19時00分
TEL

（従業員数 7人 ）
パート労働者 20050- 2190301 就業場所 長野県下伊那郡高森町

時給 普通自動車免許
美容師

不問
TEL

（従業員数 6人 ）
パート労働者 20050- 2125601 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり
(1)8時30分～20時00分

不問 (2)8時30分～13時00分
TEL (3)15時00分～20時00分

（従業員数 8人 ）
パート労働者 20050- 2177901 就業場所 長野県飯田市

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-26-8111

1,500円～1,900円
又は8時00分～17時00分の間
の4時間以上

所在地・就業場所

薬剤師 医療法人　輝山会記念
病院

長野県飯田市毛賀１７０７番地

看護師 医療法人　輝山会記念
病院

長野県飯田市毛賀１７０７番地 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-26-8111

1,350円～1,550円
又は8時00分～17時00分の間
の4時間以上

准看護師 医療法人　輝山会記念
病院

長野県飯田市毛賀１７０７番地 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-26-8111

1,100円～1,300円
又は8時00分～17時00分の間
の4時間以上

歯科衛生士 アップルロード・デンタル
クリニック

長野県飯田市鼎名古熊２０９１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-21-6480

1,500円～2,000円
又は8時30分～20時00分の間
の3時間以上

サービス管理責任者 グループホーム　アルカ
ディア

長野県下伊那郡高森町山吹５９４８－１ 労災

雇用期間の定めなし 0265-34-2170

1,000円～1,500円
又は8時00分～17時00分の間
の4時間程度

一般事務（国保） 飯田市役所 長野県飯田市大久保町２５３４ 雇用・健康・厚
生

131,961円～131,961円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-22-4511

919円～919円

事務 株式会社平安堂　飯田
店

長野県飯田市鼎名古熊６６０－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-23-4811

850円～875円

年金渉外業務 株式会社長野銀行飯田
支店

長野県飯田市桜町２丁目－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-23-0111

900円～900円
又は9時00分～17時00分の間
の5時間以上

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 0265-24-9224

880円～950円

営業アシスタント 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・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-43-2208

900円～1,000円

介護（夜勤専門パー
ト・ハートヒル川路）

社会福祉法人　ゆいの
里

長野県飯田市龍江７１５９－１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-27-4600

860円～880円

介護福祉士（パート） 医療法人　輝山会記念
病院

長野県飯田市毛賀１７０７番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-26-8111

950円～1,150円
又は8時00分～18時00分の間
の4時間以上

看護・介護補助者
（パート）

社会福祉法人　悠水会
（医療法人　輝山会グル
－プ）

長野県飯田市毛賀１６８１－１０ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-26-6888

900円～1,100円
又は8時00分～18時00分の間
の4時間以上

介護福祉士（パート） 社会福祉法人　悠水会
（医療法人　輝山会グル
－プ）

長野県飯田市毛賀１６８１－１０ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-26-6888

950円～1,150円
又は8時00分～18時00分の間
の4時間以上

世話人または生活支
援員（障害者福祉施
設）

グループホーム　アルカ
ディア

長野県下伊那郡高森町山吹５９４８－１ 労災

雇用期間の定めなし 0265-34-2170

950円～950円

美容師助手 有限会社　ビューティー
ショップポニー

長野県飯田市鼎上茶屋３４６７－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-23-6795

850円～1,000円
又は9時00分～18時00分の間
の6時間程度

美容室フロアスタッフ 卑弥呼カンパニー 長野県飯田市上郷別府１１７８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-53-8885

850円～870円

    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 交替制あり
(1)6時45分～13時00分

不問 (2)14時15分～19時00分
TEL (3)6時45分～19時00分

（従業員数 10人 ）
パート労働者 20050- 2200801 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)5時45分～10時00分

不問
TEL

（従業員数 7人 ）
パート労働者 20050- 2159301 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり

不問
TEL

（従業員数 9人 ）
パート労働者 20050- 2170701 就業場所 長野県下伊那郡大鹿村

時給

不問
TEL

（従業員数 14人 ）
パート労働者 20050- 2160101 就業場所 長野県下伊那郡高森町

時給
(1)8時00分～11時40分

不問
TEL

（従業員数 45人 ）
パート労働者 20050- 2143901 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 10人 ）
パート労働者 20050- 2121201 就業場所

時給
(1)9時00分～16時00分

不問
TEL

（従業員数 4人 ）
パート労働者 20050- 2158001 就業場所

時給
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 8人 ）
パート労働者 20050- 2172201 就業場所 長野県下伊那郡大鹿村

時給
(1)8時00分～17時10分

不問 (2)13時00分～17時10分
TEL (3)9時00分～15時00分

（従業員数 26人 ）
パート労働者 20050- 2132301 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

時給 交替制あり

不問
TEL

（従業員数 96人 ）
パート労働者 20050- 2176601 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)13時00分～14時00分

不問
TEL

（従業員数 7人 ）
パート労働者 20050- 2187401 就業場所 長野県飯田市

給食の調理・配膳
（パート）

慶友整形外科 長野県飯田市上郷別府３３６７－８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-52-1152

850円～850円

朝食スタッフ 天空の泉（スーパーホテ
ル　長野・飯田インター）

長野県飯田市北方３６５－１　スーパーホ
テル長野・飯田インター

労災

雇用期間の定めなし 0265-55-9000

900円～900円

店舗スタッフ 有限会社　秋葉路 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原３９０
道の駅「歌舞伎の里　大鹿」

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-39-2844

848円～1,000円
又は8時00分～19時00分の間
の4時間以上

技術・接客 合同会社　なごみ空間 長野県飯田市鼎名古熊２５９２－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-34-3220

848円～1,100円
又は9時30分～21時00分の間
の4時間以上

メッセンジャー業務 株式会社　みつばクリー
ン

長野県飯田市八幡町２１８０番地３ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-23-5586

850円～900円
又は7時00分～11時40分の間
の3時間以上

農業 有限会社　燦燦　／さん
さんファーム

長野県下伊那郡松川町大島２９９５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-36-6608

848円～850円
又は8時00分～17時00分の間
の4時間程度

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）

0265-25-8800

860円～1,350円

食品製造 株式会社　前澤産業 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原３３９６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-39-2519

848円～1,000円

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 0265-43-2208

900円～1,000円

物流業務・軽作業（急
募）

三和ロボティクス株式会
社

長野県飯田市川路７５７６－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-48-6555

900円～1,200円
又は8時00分～17時00分の間
の6時間以上

清掃スタッフ 宝クリニック 長野県飯田市鼎名古熊２５１１ 労災

雇用期間の定めなし 0265-22-4114

1,200円～1,200円
又は18時15分～19時15分の
間の1時間程度


