
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

月給
25歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令３号のイ TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 4487051 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１ヶ月単位）

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号 TEL
（従業員数 90人 ）

正社員 20050- 4493951 就業場所
月給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL
（従業員数 12人 ）

正社員 20050- 4495051 就業場所
月給 普通自動車免許一種

28歳以下 (1) 9時00分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ TEL
（従業員数 12人 ）

正社員 20050- 4500351 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)11時00分～20時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 14人 ）

正社員 20050- 4507951 就業場所 長野県飯田市
月給 交替制あり

不問 (1) 6時30分～16時15分
(2) 9時30分～19時00分

年齢不問 TEL (3)11時30分～21時00分
（従業員数 15人 ）

正社員 20050- 4514851 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
月給 交替制あり

59歳以下 (1) 8時30分～17時00分
(2)20時30分～ 5時00分

省令１号 TEL
（従業員数 65人 ）

正社員 20050- 4517151 就業場所 長野県飯田市
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時05分

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

正社員以外 20050- 4525151 就業場所 長野県下伊那郡喬木村
月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)10時00分～19時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 4527351 就業場所
月給

18歳以上 (1)17時00分～ 2時00分
(2) 9時00分～18時00分

省令２号 TEL
（従業員数 14人 ）

正社員 20050- 4533151 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

省令１号 TEL
（従業員数 18人 ）

正社員 20050- 4536251 就業場所 長野県飯田市
日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 37人 ）

正社員 20050- 4543351 就業場所
月給 中型自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 フォークリフト技能者

省令１号 TEL
（従業員数 20人 ）

正社員 20050- 4549651 就業場所 長野県飯田市
月給 看護師

不問 (1) 8時30分～18時30分
(2) 8時30分～12時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

正社員 20050- 4552251 就業場所 長野県下伊那郡松川町
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

正社員以外 20050- 4569251 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令３号のイ TEL
（従業員数 6人 ）

正社員 20050- 4578551 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 8時15分～17時15分 フォークリフト技能者

省令３号のイ TEL
（従業員数 15人 ）

正社員 20050- 4580651 就業場所 長野県飯田市

製品配送及び付随
作業【急募】

株式会社　ＩＫＧ　飯田工
場

長野県飯田市箱川８－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-5811

168,000円～220,000円

土木一般 有限会社　五味重機 長野県飯田市上郷黒田５１５４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-23-2027

250,000円～300,000円

プリント作業員 西和テキスタイルプリン
ト　株式会社　飯田工場

長野県飯田市鼎名古熊２５３７－２－２ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～1,200円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-48-6034

156,880円～225,840円

看護師 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 0265-34-1188

190,000円～200,000円

３ｔ運転手 松下物流　有限会社 長野県下伊那郡阿南町南条６３１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 090-2300-1789

200,000円～250,000円

交通警備員・駐車場
警備員

あんしんネットワーク信
州　有限会社

長野県飯田市座光寺３６９３－６ 雇用・労災・健
康・厚生

6,800円～9,300円
雇用期間の定めなし 0265-35-6367

149,600円～204,600円

品質管理業務 多摩川テクノクリエイショ
ン株式会社

長野県飯田市鼎切石５１２１番地１３８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-21-7661

164,000円～250,000円

販売員 セブンイレブン飯田切石
店（澤屋酒店）

長野県飯田市鼎切石４３３６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-52-2368

160,000円～230,000円
又は 6時00分～ 0時00分の
間の8時間

アパート仲介業務 キノシタ開発株式会社 長野県飯田市北方９６１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-6750

200,000円～300,000円

コイル捲線 株式会社　光研社　飯
田工場

長野県下伊那郡喬木村１３６２２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

800円～1,000円
雇用期間の定めなし 0265-33-3054

133,760円～167,200円

車載電子部品製造
ラインのサポート業
務

ＵＴエイム　株式会社
桐林ＦＣ

長野県飯田市桐林２２５４－３０３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 080-5967-9928

155,000円～200,000円

接客係 尾張旭市　保養センター
尾張あさひ苑

長野県下伊那郡阿智村智里３３１－７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-43-3180

133,100円～195,000円

バンケットサービス 株式会社　平安 長野県飯田市上郷飯沼１６５６－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-1465

160,000円～220,000円

観葉植物レンタリー
ス

エスパス 長野県飯田市上殿岡　９００－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-52-4187

145,000円～168,000円

営業 株式会社　中央サービ
ス

長野県下伊那郡松川町元大島２７７４－２０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-49-3270

250,000円～380,000円

事務員 南信州広域タクシー有
限会社

長野県飯田市上殿岡７１７－４番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-28-2800

160,000円～175,000円

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 090-4181-8310

149,500円～149,500円

所在地・就業場所

建築塗装 株式会社　ＫＩＵＣＨＩ 長野県飯田市鼎名古熊１７２６－１

   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：平成27年 7月3日 
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月給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 0人 ）

正社員以外 20050- 4584351 就業場所 長野県飯田市
月給 大型自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 フォークリフト技能者

省令１号 TEL
（従業員数 32人 ）

正社員 20050- 4586551 就業場所
月給

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号 TEL
（従業員数 82人 ）

正社員 20050- 4587451 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 16人 ）

正社員 20050- 4588751 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級
車両系基礎工事用運転

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

正社員 20050- 4596751 就業場所 長野県飯田市
月給 建築施工管理技士２級

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 14人 ）

正社員 20050- 4598651 就業場所
月給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号 TEL
（従業員数 10人 ）

正社員 20050- 4599951 就業場所 長野県下伊那郡喬木村 厚生年金基金
月給 変形（１年単位） 保育士

不問 (1) 8時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分

年齢不問 TEL (3) 9時00分～18時00分
（従業員数 30人 ）

正社員 20050- 4600451 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 フォークリフト技能者
普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 36人 ）

正社員 20050- 4602851 就業場所 長野県飯田市
時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 7時30分～16時30分
(2) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL (3) 8時00分～11時40分
（従業員数 10人 ）

正社員以外 20050- 4605151 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～ 1時00分

省令１号 TEL (3)17時00分～ 8時00分
（従業員数 90人 ）

正社員 20050- 4606051 就業場所
月給 歯科衛生士

不問 (1) 9時00分～18時30分
(2)10時00分～19時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

正社員 20050- 4608251 就業場所 長野県下伊那郡喬木村
月給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時15分～17時20分 普通自動車免許ＡＴ

省令１号 TEL
（従業員数 23人 ）

正社員 20050- 4609551 就業場所
月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1)17時00分～ 9時00分 社会福祉士
(2) 7時00分～15時30分 介護福祉士

年齢不問 TEL (3) 8時30分～17時30分
（従業員数 67人 ）

正社員 20050- 4614051 就業場所 厚生年金基金
月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

不問 (1) 6時30分～15時30分
(2) 9時00分～18時00分

年齢不問 TEL (3)11時00分～20時00分
（従業員数 20人 ）

正社員 20050- 4616251 就業場所 長野県飯田市
日給

不問 (1) 8時00分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

正社員 20050- 4618451 就業場所 長野県飯田市
月給 建築施工管理技士１級

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

省令１号 TEL
（従業員数 75人 ）

正社員 20050- 4634451 就業場所 長野県飯田市 確定拠出年金

建築施工職 吉川建設株式会社 長野県飯田市松尾町２丁目２５番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-3400

243,300円～360,200円

外壁工事 コシブ工業 長野県飯田市鼎下山７３０－１ 雇用・労災・健康

7,500円～9,000円
雇用期間の定めなし 090-1534-8279

178,500円～214,200円

介護ヘルパー（正社
員）

三菱電機ライフサービス
株式会社　　　中津川支
店　北方の郷

長野県飯田市北方１５５８番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-28-2551

169,000円～207,200円

生活支援員 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・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-26-9456

185,700円～228,100円

ＮＣ旋盤オペレー
ター・マシニングセン
ターオペレーター

株式会社　ヨシカズ 長野県飯田市駄科１８７２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-26-7878

250,000円～300,000円

歯科衛生士 医療法人明愛会　西島
歯科医院

長野県下伊那郡喬木村８６９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-33-3118

170,000円～250,000円

運転手（タクシー） 南信州広域タクシー有
限会社

長野県飯田市上殿岡７１７－４番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-28-2800

136,000円～170,000円

清掃作業 株式会社　みつばクリー
ン

長野県飯田市八幡町２１８０番地３ 雇用・労災・健
康・厚生

780円～850円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-23-5586

131,600円～149,600円

製造部員 丸大食品工業株式会社 長野県飯田市松尾寺所７３３８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-2133

170,000円～250,000円

保育士 社会福祉法人　松美会
時又保育園

長野県飯田市時又３２９番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-26-9208

168,900円～168,900円

整備士及び自動車
関連業務

株式会社　フジモト自動
車

長野県下伊那郡喬木村１３１６番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-33-3344

160,000円～260,000円

現場代理人 原建設株式会社 長野県飯田市錦町１－２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-8888

228,000円～388,000円

土木技術者 株式会社　パテック 長野県飯田市駄科２３３３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-26-1145

238,700円～368,900円

機械加工および組
立（助手）

有限会社　三笠エンジニ
アリング

長野県飯田市北方１３６－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-23-4766

165,000円～270,000円

電子回路技術者 アジア電子工業株式会
社

長野県飯田市中村８０－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-25-4171

250,000円～350,000円

大型・長距離運転 下伊那自動車株式会社 長野県飯田市上郷別府３３５５番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-2510

280,000円～500,000円

家庭用燃料電池の
保守・点検作業

有限会社　アートデザイ
ンシステム

長野県飯田市松尾上溝２９７１－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-22-4000

150,000円～150,000円


