
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 交替制あり
(1)9時00分～18時00分

不問 (2)9時00分～15時00分
TEL (3)10時00分～16時00分

（従業員数 10人 ）
パート労働者 20050- 2979701 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり 看護師
(1)8時30分～12時00分 准看護師

59歳以下 (2)13時30分～17時00分
TEL (3)8時30分～17時00分

（従業員数 11人 ）
パート労働者 20050- 2969101 就業場所 長野県下伊那郡高森町

時給 介護支援専門員（ケアマネージャー）
(1)9時00分～16時00分

不問 (2)10時00分～16時00分
TEL (3)8時30分～17時30分

（従業員数 9人 ）
パート労働者 20050- 2900601 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり

不問
TEL

（従業員数 150人 ）
パート労働者 20050- 2963201 就業場所 長野県下伊那郡松川町

時給 交替制あり
(1)9時30分～16時30分

18歳以上 (2)12時00分～18時30分
TEL

（従業員数 0人 ）
パート労働者 20050- 2975601 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)9時00分～12時00分

59歳以下 (2)13時00分～17時00分
TEL

（従業員数 3人 ）
パート労働者 20050- 2965001 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり 介護職員初任者研修修了者
(1)22時00分～7時00分

18歳以上
TEL

（従業員数 8人 ）
パート労働者 20050- 2912701 就業場所 長野県下伊那郡松川町

時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
(1)6時30分～15時30分 介護職員実務者研修修了者

不問 (2)8時00分～17時00分 介護支援専門員（ケアマネージャー）
TEL (3)10時00分～19時00分

（従業員数 9人 ）
パート労働者 20050- 2974301 就業場所

時給
(1)9時00分～14時00分

不問 (2)10時00分～16時00分
TEL

（従業員数 1人 ）
パート労働者 20050- 2935901 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり
(1)8時00分～15時00分

60歳～64歳 (2)15時00分～22時00分
TEL

（従業員数 14人 ）
パート労働者 20050- 2896901 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)8時00分～16時50分

不問
TEL

（従業員数 24人 ）
パート労働者 20050- 2914201 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり
(1)6時00分～10時00分

不問 (2)14時00分～18時00分
TEL

（従業員数 25人 ）
パート労働者 20050- 2983601 就業場所

時給 交替制あり
(1)10時30分～15時00分

不問 (2)17時00分～22時00分
TEL

（従業員数 8人 ）
パート労働者 20050- 2902101 就業場所

時給
(1)16時00分～22時00分

不問 (2)18時00分～22時00分
TEL

（従業員数 6人 ）
パート労働者 20050- 2922201 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり
(1)6時00分～11時00分

64歳以下 (2)17時00分～22時00分
TEL

（従業員数 35人 ）
パート労働者 20050- 2904701 就業場所

時給

不問
TEL

（従業員数 1人 ）
パート労働者 20050- 2945701 就業場所

時給 大型特殊自動車免許
(1)6時00分～9時00分 フォークリフト運転技能者

69歳以下 (2)16時00分～19時00分
TEL

（従業員数 3人 ）
パート労働者 20050- 2910101 就業場所 長野県飯田市

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-0589

1,000円～1,500円
又は9時00分～18時00分の間
の4時間程度

所在地・就業場所

プログラマー ロジカランド　株式会社 長野県飯田市上郷別府２６８２番地

看護師【パート】＊急
募＊

竹村整形外科医院 長野県下伊那郡高森町吉田４７１－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-35-2141

1,400円～1,420円

介護支援専門員【パー
ト】

株式会社　マスト 長野県飯田市上郷別府３３１３－８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-23-5722

1,000円～1,000円
又は8時30分～17時30分の間
の4時間程度

選果場にて事務作業 みなみ信州農業協同組
合

長野県飯田市鼎東鼎２８１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-36-4970

880円～880円
又は8時00分～17時00分の間
の4時間程度

窓口事務・会計等事務 飯田市休日夜間急患診
療所

長野県飯田市東中央通り５丁目９６ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-22-4511

1,000円～1,000円

家電販売・取付補助
【パート】

エード　でんき　（　株式
会社　Ａｉｄ　）

長野県飯田市上郷黒田１９３６－８ 労災

雇用期間の定めなし 0265-23-8075

1,000円～1,000円

介護職【急募】 有限会社　ケアテック 長野県下伊那郡松川町上片桐３３１４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-49-5030

900円～1,200円 又は15時00分～22時00分

介護職【パート】 特定非営利活動法人
はなた
認知症対応型共同生活
介護　満島の家

長野県下伊那郡天龍村平岡１３０５番地１
１

雇用・労災・公
災・健康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0260-32-2688

850円～1,050円
又は15時00分～9時00分の間
の8時間程度

美容業務　【パート】 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＭＯＭ
Ａ．ＳＡＶ０Ｙ

長野県飯田市上郷黒田１７６６－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-48-8282

950円～1,000円
又は9時00分～17時00分の間
の3時間程度

施設内業務管理 株式会社　飯田健康温
泉（ほっ湯アップル）

長野県飯田市松尾明７５１３－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-56-6767

870円～870円

クリーニング洗濯業務 株式会社トーカイ長野工
場

長野県飯田市松尾明７３５７番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-21-0061

1,020円～1,020円

調理係【パート】 有限会社　ななすぎ（介
護支援センターななす
ぎ）

長野県下伊那郡松川町元大島２００２番地
の２

労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-36-7732

850円～900円

ホール接客・調理補
助・洗い場

有限会社　中華飯店　大
雅

長野県飯田市鼎下山１２７８－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-23-4638

850円～1,000円

ホール・調理　【パー
ト】

焼肉レストラン　陽富園 長野県飯田市座光寺３９８５ 労災

雇用期間の定めなし 0265-52-2911

880円～980円

ルーム係補助（朝・夜） 有限会社　飯田観光ホテ
ルよし乃亭

長野県飯田市下久堅知久平１８１５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-29-8130

900円～1,000円

トリマー ドッグサロン　ムーミン 長野県下伊那郡松川町元大島４４３４－７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-34-7040

848円～1,000円
又は8時30分～17時30分の間
の5時間以上

酪農・乳牛の世話 塩沢牧場 長野県飯田市箱川１０１３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-32-1185

1,000円～1,000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

18歳以上
TEL

（従業員数 35人 ）
パート労働者 20050- 2942901 就業場所 長野県飯田市 拠出

時給
(1)8時30分～11時30分

不問
TEL

（従業員数 2人 ）
パート労働者 20050- 2971201 就業場所 長野県下伊那郡松川町

時給
(1)8時30分～11時30分

不問
TEL

（従業員数 2人 ）
パート労働者 20050- 2972501 就業場所 長野県下伊那郡松川町

時給 交替制あり
(1)18時00分～0時00分

18歳以上
TEL

（従業員数 70人 ）
パート労働者 20050- 2918601 就業場所

時給 交替制あり
(1)6時00分～12時00分

不問
TEL

（従業員数 70人 ）
パート労働者 20050- 2919901 就業場所

時給 交替制あり フォークリフト運転技能者

不問
TEL

（従業員数 120人 ）
パート労働者 20050- 2932001 就業場所 長野県飯田市

時給 交替制あり フォークリフト運転技能者

不問
TEL

（従業員数 150人 ）
パート労働者 20050- 2933301 就業場所 長野県下伊那郡松川町

新聞朝刊配達業務配
達エリア：伊賀良地区

有限会社　関島新聞店 長野県飯田市鼎名古熊１４１１ 労災

雇用期間の定めなし 0265-24-6915

1,250円～1,350円
又は3時00分～5時30分の間
の2時間程度

清掃 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

900円～900円

清掃作業員 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

900円～900円

浴室清掃（１８：００～２
４：００）

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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-28-1111

900円～1,000円 又は19時00分～0時00分

浴室清掃（６：００～１
２：００）

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 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-28-1111

1,000円～1,000円

選果場にて果実の積
み下ろし作業

みなみ信州農業協同組
合

長野県飯田市鼎東鼎２８１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-21-1711

1,180円～1,180円
又は8時00分～17時00分の間
の4時間程度

選果場にて果実の積
み下ろし作業

みなみ信州農業協同組
合

長野県飯田市鼎東鼎２８１ 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-36-4970

1,180円～1,180円
又は7時40分～17時00分の間
の4時間程度


