
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 看護師
不問 (1) 8時00分～17時00分 准看護師

年齢不問 TEL
（従業員数 120人 ）

正社員 20050- 4640551 就業場所 長野県下伊那郡高森町 厚生年金基金
日給 普通自動車免許一種

62歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL
（従業員数 5人 ）

正社員 20050- 4641451 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 精神保健福祉士
(2)17時30分～ 5時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 50人 ）

正社員 20050- 4648351 就業場所 長野県下伊那郡阿南町
月給 変形（１年単位）

64歳以下 (1) 6時00分～22時00分

省令１号 TEL
（従業員数 35人 ）

正社員 20050- 4649251 就業場所 長野県飯田市
月給

40歳以下 (1) 8時10分～17時10分

省令３号のイ TEL
（従業員数 13人 ）

正社員 20050- 4654151 就業場所 長野県飯田市
年俸 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

省令１号 TEL
（従業員数 26人 ）

正社員 20050- 4656351 就業場所 長野県飯田市
その他 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～ 2時00分 普通自動車免許二種
(2) 8時30分～ 3時00分

年齢不問 TEL (3)11時00分～ 8時00分
（従業員数 70人 ）

正社員 20050- 4659451 就業場所 長野県飯田市
月給

不問 (1)15時00分～ 0時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 60人 ）

正社員 20050- 4660651 就業場所 長野県飯田市
月給

44歳以下

省令３号のイ TEL
（従業員数 4人 ）

正社員 20050- 4661951 就業場所 長野県飯田市
月給 理学療法士

不問 (1) 8時30分～18時00分 柔道整復師
あんま・マッサージ

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

正社員 20050- 4663051 就業場所
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時20分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 55人 ）

正社員 20050- 4664351 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1)13時00分～21時00分
(2) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 20人 ）

正社員以外 20050- 4667451 就業場所 長野県飯田市
日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 1人 ）

正社員 20050- 4668751 就業場所
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時15分 土木施工管理技士２級

年齢不問 TEL
（従業員数 21人 ）

正社員 20050- 4669851 就業場所
月給

不問 (1) 8時10分～17時05分

年齢不問 TEL
（従業員数 83人 ）

正社員 20050- 4672351 就業場所 長野県飯田市 税制適格年金
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- 4676751 就業場所 長野県飯田市 確定拠出年金
月給 普通自動車免許一種

18歳～35歳 (1)13時30分～23時00分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ TEL
（従業員数 3人 ）

正社員 20050- 4685851 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00分～16時50分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 158人 ）

正社員以外 20050- 4688151 就業場所

機械加工 株式会社　エヌ・イー 長野県飯田市下殿岡５１－６ 雇用・労災・健
康・厚生

825円～850円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-25-5567

138,600円～142,800円

ルートセールス（飯
田）

株式会社　ダイマル 長野県飯田市桜町１丁目４８番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-53-5555

213,500円～243,500円

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

機械加工（ＮＣ旋盤
加工者）

株式会社　マルヒ 長野県飯田市桐林２６６８番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-28-5211

170,000円～180,000円

土木工事の施工管
理者

金本建設株式会社　管
理センター

長野県下伊那郡下條村陽皐７５１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0260-27-2611

195,000円～283,000円

配管設備業 株式会社　細田設備 長野県下伊那郡松川町元大島５９５７－３ 雇用・労災・健
康・厚生

8,000円～10,000円
雇用期間の定めなし 090-7908-0778

200,000円～250,000円

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 雇用・労災・健
康・厚生

780円～850円
雇用期間の定めなし 090-5005-2550

134,784円～146,880円

制作オペレーター 龍共印刷株式会社 長野県飯田市上郷黒田１２１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-5353

180,000円～250,000円

リハビリ介助 慶友整形外科 長野県飯田市上郷別府３３６７－８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-52-1152

145,000円～200,000円

店長候補（殿岡ダイ
ナー）

株式会社　岳　 長野県飯田市上郷飯沼２２３４－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-6433

150,000円～250,000円 又は10時00分～ 0時00分の
間の8時間程度

ホール接客、キッチ
ン調理

株式会社エイトニック 長野県飯田市中央通り４－１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-0581

200,000円～230,000円

タクシー運転手 朝日交通株式会社 長野県飯田市知久町３丁目１番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

140,000円～350,000円
雇用期間の定めなし 0265-53-1212

140,000円～350,000円

社長室法務担当（飯
田）

かぶちゃん農園株式会
社

長野県飯田市川路７５９２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

3,000,000円～4,800,000円
雇用期間の定めなし 0265-27-5055

250,000円～400,000円

機械オペレーター 有限会社　アイエス精工 長野県飯田市下久堅知久平９８８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-29-7700

150,000円～350,000円

ルーム係 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・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-29-8130

170,000円～250,000円

相談・支援指導員 社会福祉法人　サンあな
ん　　救護施設　阿南富
草寮

長野県下伊那郡阿南町富草４３４７番地２１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0260-22-2524

184,000円～184,000円

法面工 羽場特殊工業 長野県飯田市鼎切石４５９３－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

9,000円～15,000円
雇用期間の定めなし 080-5145-5657

202,500円～337,500円

所在地・就業場所

看護師（日勤のみ） 介護老人保健施設円会
センテナリアン

長野県下伊那郡高森町牛牧２４６８－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-34-2525

249,200円～379,400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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月給 変形（１年単位） 保育士
不問 (1) 8時15分～17時00分

(2) 9時30分～18時00分
年齢不問 TEL

（従業員数 46人 ）
正社員 20050- 4692451 就業場所 長野県飯田市

月給 中型自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 4699351 就業場所
日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分
(2)21時00分～ 6時00分

省令２号 TEL
（従業員数 40人 ）

正社員以外 20050- 4701151 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 2人 ）

正社員 20050- 4703351 就業場所
時給 交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 4時00分～12時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)12時00分～19時30分

年齢不問 TEL (3) 8時00分～17時00分
（従業員数 17人 ）

正社員以外 20050- 4704251 就業場所 長野県飯田市
月給

不問 (1) 8時15分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 37人 ）

正社員 20050- 4705551 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ TEL
（従業員数 6人 ）

正社員 20050- 4706451 就業場所 長野県飯田市
月給

35歳以下 (1) 8時20分～17時10分

省令３号のイ TEL
（従業員数 10人 ）

正社員 20050- 4719151 就業場所 長野県飯田市
月給 薬剤師

61歳以下 (1) 8時30分～16時50分

省令１号 TEL
（従業員数 135人 ）

正社員 20050- 4723851 就業場所 長野県下伊那郡松川町 厚生年金基金
月給

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 0人 ）

正社員 20050- 4736351 就業場所 長野県飯田市
日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～16時00分 中型一種（８ｔ限定）
(2) 8時00分～16時30分

年齢不問 TEL (3) 8時30分～17時00分
（従業員数 5人 ）

正社員以外 20050- 4738551 就業場所 長野県飯田市
時給 介護職員初任者研修

不問 (1) 8時25分～17時25分 ホームヘルパー２級
普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 60人 ）

正社員以外 20050- 4743051 就業場所 長野県下伊那郡阿南町
時給 交替制あり

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 35人 ）

正社員以外 20050- 4746551 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

30歳以下 (1) 8時00分～17時00分
(2)15時00分～ 0時00分

省令３号のイ TEL (3)17時00分～ 2時00分
（従業員数 180人 ）

正社員 20050- 4752351 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村
月給

44歳以下 (1)10時00分～19時00分
(2)18時00分～ 0時00分

省令３号のイ TEL
（従業員数 4人 ）

正社員 20050- 4754551 就業場所 長野県飯田市
月給

45歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ TEL
（従業員数 20人 ）

正社員 20050- 4756751 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金
日給 助産師

不問 (1) 8時30分～17時15分
(2) 8時30分～19時45分

年齢不問 TEL (3)19時00分～ 9時00分
（従業員数 830人 ）

正社員以外 20050- 4758651 就業場所 長野県飯田市
月給 土木施工管理技士１級

59歳以下 (1) 7時30分～16時50分 普通自動車免許一種

省令１号 TEL
（従業員数 43人 ）

正社員 20050- 4761251 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村

現場代理人 小木曽建設株式会社 長野県飯田市座光寺６６６３番地５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-35-1600

240,000円～300,000円

助産師 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

10,100円～10,900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-21-1255

207,050円～223,450円

フロント事務 木下水引株式会社 長野県飯田市上殿岡８－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-25-8822

150,000円～170,000円

店員 株式会社　岳　 長野県飯田市上郷飯沼２２３４－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-6433

180,000円～250,000円

菓子の仕込 天恵製菓株式会社 長野県下伊那郡豊丘村神稲６８５５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-35-2160

160,000円～200,000円

レジ係 Ａコープ　いいだ店 長野県飯田市曙町１４２ 雇用・労災・健
康・厚生

770円～800円
雇用期間の定めなし 0265-23-7788

120,736円～125,440円 又は 8時30分～20時00分の
間の7時間以上

介護職員 社会福祉法人　阿南町
社会福祉協議会

長野県下伊那郡阿南町西條７０９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

860円～910円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0260-22-3151

137,600円～145,600円

ルート配送 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・財形

8,250円～9,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-21-0061

177,375円～193,500円

精肉販売 レストラン＆焼肉　ｍｕｕ
ｍｕｕ

長野県飯田市川路７５２８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-28-0030

140,000円～240,000円

薬剤師 下伊那赤十字病院 長野県下伊那郡松川町元大島３１５９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-36-2255

188,000円～250,000円

生産管理 マイクロソリューション株
式会社　飯田事業所

長野県飯田市鼎名古熊２０７３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-59-8808

155,980円～187,170円

経営指導業務 税理士法人　篠田会計 長野県飯田市諏訪町１１番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-49-0230

160,000円～300,000円

事務員 大萬株式会社 長野県飯田市鼎切石４６２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-2600

150,000円～170,000円

予約受付業務・窓口
発券業務

信南交通株式会社 長野県飯田市大通２－２０８ 雇用・労災・健
康・厚生

750円～920円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-22-1801

138,000円～169,280円

仕入企画業務 株式会社　ミヤウチ 長野県飯田市松尾明７５８７－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-5511

190,000円～280,000円

警備職員 株式会社全日警サービ
ス長野飯田営業所

長野県飯田市上殿岡６２０番地　後藤ビル２
－Ｂ

雇用・労災・健
康・厚生

6,400円～8,000円
雇用期間の定めなし 0265-28-2393

138,240円～172,800円

トラックドライバー 株式会社　エスシープラ
スチック

長野県下伊那郡阿南町新野１３９４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0260-24-2835

250,000円～250,000円

保育士 社会福祉法人　たちばな
会　　飯田仏教保育園

長野県飯田市箕瀬町１丁目２４５３番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-1119

170,000円～170,000円


