
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 普通自動車免許一種
30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- 5628581 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ＡＴ

35歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許一種

省令３号のイ TEL
（従業員数 39人 ）

正社員 20050- 5662481 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 0人 ）

正社員 20050- 5551881 就業場所 長野県飯田市
月給

不問 (1) 8時30分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 5568781 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15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
簿記検定（日商３級）

年齢不問 TEL
（従業員数 27人 ）

正社員 20050- 5699181 就業場所 長野県下伊那郡高森町
時給 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 0時00分～ 9時00分

省令２号 TEL
（従業員数 12人 ）

正社員以外 20050- 5561181 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) 9時25分～19時10分
(2) 9時25分～14時25分

年齢不問 TEL (3)14時10分～19時10分
（従業員数 80人 ）

正社員以外 20050- 5611481 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号 TEL
（従業員数 70人 ）

正社員 20050- 5678981 就業場所 長野県飯田市
日給 変形（１ヶ月単位） 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 1人 ）

正社員 20050- 5638781 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

年齢不問 TEL (3)11時30分～20時30分
（従業員数 78人 ）

正社員 20050- 5587281 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

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- 5592481 就業場所 長野県下伊那郡阿南町
月給 変形（１年単位） 介護福祉士

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級
(2) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修

省令２号 TEL (3)12時00分～21時00分
（従業員数 98人 ）

正社員 20050- 5621881 就業場所 長野県飯田市
月給

不問 (1) 9時00分～21時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

正社員 20050- 5607181 就業場所 長野県飯田市
月給

18歳以上 (1)10時00分～19時00分
(2)15時00分～ 0時00分

省令２号 TEL
（従業員数 6人 ）

正社員 20050- 5567481 就業場所 長野県飯田市
日給 変形（１ヶ月単位）

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- 5572381 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00分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 14人 ）

正社員 20050- 5549981 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

45歳以下 (1) 8時00分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ TEL
（従業員数 22人 ）

正社員 20050- 5622281 就業場所 長野県飯田市

きのこ生産 有限会社　沢柳きのこ
園

長野県飯田市龍江６９５２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-27-3120

150,000円～150,000円

きのこの収穫・包装・
出荷作業

株式会社　臼井農園 長野県飯田市三日市場９６４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-7256

145,000円～145,000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

7,000円～8,000円
雇用期間の定めなし 0265-28-2393

151,200円～172,800円

調理・調理補助 スペインバル　マージ 長野県飯田市江戸町４丁目－２８２－１－３ 労災

雇用期間の定めなし 0265-53-2139

205,000円～250,000円
又は11時00分～ 0時00分の
間の8時間程度

調理及び配膳 有限会社　信濃屋 長野県飯田市桜町１丁目３５番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-9931

180,000円～250,000円

介護職 株式会社　たまゆら 長野県飯田市北方２６８８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-28-2885

150,000円～170,000円

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

介護職 医療法人　健生会 長野県下伊那郡阿智村駒場１２４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-43-4848

160,000円～174,000円

営業 ジャーナル商事　株式
会社

長野県飯田市高羽町３－１－１１ 雇用・労災・健
康・厚生

8,000円～10,000円
雇用期間の定めなし 0265-23-0353

195,200円～244,000円

得意先営業 多摩川パーツマニュファ
クチャリング株式会社

長野県飯田市松尾明７５８４‐１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-6488

162,000円～250,000円

携帯電話の販売 株式会社　ジョイフル・テ
ン

長野県飯田市下殿岡５－１７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-28-1580

170,000円～173,000円

ガソリンスタンド販売
員　　　　（飯田イン
ター）

飯田石油販売　株式会
社

長野県飯田市上殿岡５３８ 雇用・労災・健
康・厚生

950円～950円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-25-1055

184,636円～184,636円

総務・経理 株式会社　ツバサ 長野県下伊那郡高森町山吹１０３‐１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-35-3390

160,000円～220,000円

環境管理スタッフ 医療法人片桐歯科クリ
ニック

長野県飯田市駄科７１９－６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-26-9999

150,000円～170,000円

一般・経理事務 飯田ポリッシング　株式
会社

長野県飯田市中央通り２丁目２番地

雇用期間の定めなし 090-2665-1001

160,000円～176,000円

教習指導員 株式会社　飯田自動車
学校

長野県飯田市鼎切石５０９２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-2339

150,000円～165,000円

所在地・就業場所

生活支援員 特定非営利活動法人
くれよん

長野県飯田市宮ノ上３９２３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-56-9056

159,300円～171,500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 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- 5617381 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30分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 30人 ）

正社員 20050- 5618681 就業場所 長野県下伊那郡阿南町
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時00分～17時10分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ TEL
（従業員数 28人 ）

正社員 20050- 5670481 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
月給 自動車整備士（２級）

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許一種

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

正社員 20050- 5574981 就業場所
時給

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL
（従業員数 14人 ）

正社員 20050- 5619981 就業場所 長野県飯田市
日給 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

省令２号 TEL
（従業員数 9人 ）

正社員 20050- 5555381 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

不問 (1) 7時30分～ 2時00分
(2) 8時30分～ 3時00分

年齢不問 TEL (3)17時00分～ 7時30分
（従業員数 25人 ）

正社員 20050- 5645581 就業場所
月給 交替制あり 普通自動車免許一種

18歳～59歳 (1) 3時00分～12時30分 フォークリフト技能者
(2) 8時00分～17時30分

省令１号 TEL
（従業員数 56人 ）

正社員 20050- 5624081 就業場所 長野県飯田市
時給 大型特殊自動車一種

39歳以下 (1) 8時20分～17時40分

省令３号のイ TEL
（従業員数 28人 ）

正社員 20050- 5669681 就業場所 長野県下伊那郡高森町
月給 中型自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～16時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 48人 ）

正社員 20050- 5687581 就業場所 厚生年金基金
日給 普通自動車免許一種

25歳以下 (1) 8時00分～18時00分

省令３号のイ TEL
（従業員数 9人 ）

正社員 20050- 5575581 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
日給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 7時30分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

正社員 20050- 5625381 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

不問 (1) 8時00分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 18人 ）

正社員 20050- 5613881 就業場所 長野県下伊那郡阿南町
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時30分

省令１号 TEL
（従業員数 30人 ）

正社員 20050- 5635981 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

40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- 5653581 就業場所
日給 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 20人 ）

正社員 20050- 5671781 就業場所 長野県飯田市
月給

35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ TEL
（従業員数 45人 ）

正社員 20050- 5552281 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金

製品の検品・箱詰 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 0265-25-7588

150,000円～170,000円

作業員 有限会社　日本施工興
業

長野県下伊那郡松川町元大島２９７１－４ 雇用・労災・健
康・厚生

10,000円～17,000円
雇用期間の定めなし 0265-36-6328

220,000円～374,000円

土木・建築・設備・電
気

二吉建設　株式会社 長野県飯田市下久堅下虎岩９７５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-29-8222

163,100円～279,600円

土木作業員 有限会社　ＣＫＫ 長野県飯田市座光寺５５５８－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-52-1623

210,000円～237,600円

給排水設備工事及
び各種修繕工事

株式会社　豊本（ホーエ
イ）

長野県下伊那郡阿南町西條７１７－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0260-22-3111

165,000円～250,000円

住宅設備機器据付
作業員

ケーユニット 長野県下伊那郡喬木村富田１３２３５－６ 雇用・労災

10,000円～15,000円
雇用期間の定めなし 080-3206-0065

217,000円～325,500円

大工見習 三清建築　株式会社 長野県下伊那郡阿智村清内路４２８番地１８ 雇用・労災・健
康・厚生

8,000円～9,000円
雇用期間の定めなし 0265-46-2210

188,000円～211,500円

４ｔトラック運転手 株式会社　丸運工業 長野県飯田市松尾明７７４４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-23-1515

250,000円～250,000円

大型自動車運転手 旭松フレッシュシステム
株式会社

長野県飯田市駄科１００８ 雇用・労災・健
康・厚生

1,020円～1,650円
雇用期間の定めなし 0265-26-9738

210,280円～395,600円

２ｔ運転手 阿南自動車株式会社 長野県飯田市松尾明７６６７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-2208

180,000円～230,000円

タクシー乗務員 有限会社　中央タクシー 長野県飯田市中央通り２丁目３番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 090-3312-3012

156,000円～270,000円

塗装工 いしはら塗装工業株式
会社

長野県下伊那郡阿智村駒場２４２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

8,000円～13,000円
雇用期間の定めなし 0265-45-2280

195,200円～317,200円

部品検査・出荷・発
注業務

有限会社　ピーエーピー
アライ

長野県飯田市龍江３４６７－２ 雇用・労災・健
康・厚生

820円～950円
雇用期間の定めなし 0265-27-3339

131,200円～152,000円

二輪車整備士 有限会社フクザワオート 長野県飯田市育良町一丁目五番地拾 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-2056

170,000円～230,000円

組立 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

160,000円～260,000円

【正社員】ドライフ
ルーツの製造（阿南
工場）

南信州菓子工房　株式
会社

長野県下伊那郡阿智村春日３２９１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-43-5211

152,000円～228,000円

機械加工および組
立

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


