
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 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時30分～17時30分 準中型自動車免許

年齢不問 TEL
（従業員数 14人 ）

正社員 20050- 6350781 就業場所 長野県下伊那郡高森町
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～17時30分 準中型自動車免許

年齢不問 TEL
（従業員数 14人 ）

正社員 20050- 6349981 就業場所 長野県下伊那郡高森町
月給 普通自動車免許一種

29歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ TEL
（従業員数 16人 ）

正社員 20050- 6329181 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金
日給 看護師

不問 (1) 8時30分～17時15分 准看護師

年齢不問 TEL
（従業員数 68人 ）

正社員以外 20050- 6297781 就業場所 長野県飯田市
月給 栄養士

不問 (1) 8時30分～17時20分 管理栄養士
(2) 7時30分～16時20分

年齢不問 TEL
（従業員数 42人 ）

正社員 20050- 6378881 就業場所 長野県下伊那郡根羽村
時給 交替制あり あんま・マッサージ

不問 (1) 8時30分～17時30分 はり師
柔道整復師

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 6298881 就業場所 長野県下伊那郡松川町
日給

不問 (1) 8時30分～17時15分
(2) 7時45分～16時30分

年齢不問 TEL (3)14時30分～22時15分
（従業員数 7人 ）

正社員以外 20050- 6361181 就業場所
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 53人 ）

正社員以外 20050- 6364681 就業場所
月給

不問 (1) 8時30分～16時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 38人 ）

正社員以外 20050- 6365981 就業場所
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時10分～17時10分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 70人 ）

正社員以外 20050- 6327881 就業場所 長野県飯田市
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- 6343881 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) 7時30分～17時00分

省令３号のイ TEL
（従業員数 11人 ）

正社員 20050- 6302881 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- 6309581 就業場所
月給 変形（１ヶ月単位）

18歳～44歳 (1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時20分

省令３号のイ TEL (3)12時00分～21時00分
（従業員数 42人 ）

正社員 20050- 6333481 就業場所 長野県下伊那郡根羽村
月給 普通自動車免許一種

40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 11人 ）

正社員 20050- 6381681 就業場所 長野県飯田市
年俸 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ

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 (3)11時00分～20時30分
（従業員数 14人 ）

正社員以外 20050- 6368781 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
月給

不問 (1)17時00分～22時00分
(2)10時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

正社員 20050- 6348681 就業場所 長野県飯田市

配ぜん・接客 遊び処　かじか 長野県飯田市座光寺３３３３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-53-5432

160,000円～200,000円

支配人 一般財団法人　阿智開
発公社

長野県下伊那郡阿智村智里３７０－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

240,000円～3,600,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-43-4311

200,000円～300,000円

介護職員（通所介
護）

有限会社　わくわく 長野県飯田市松尾寺所７０４３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-53-4335

155,000円～155,000円

介護スタッフ（特養） 社会福祉法人　愛知慈
恵会　ねばねの里　なご
み

長野県下伊那郡根羽村３０１５番地３６２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-49-2022

196,000円～285,000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

280,000円～400,000円

営業及びルート配送 信州セキュアフーズ　株
式会社

長野県飯田市松尾上溝６２２８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-6844

230,000円～280,000円

販売員（店長・副店
長候補）

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～250,000円
又は 6時00分～ 0時00分の
間の8時間

生産管理、購買事務 株式会社　ＬＡＤＶＩＫ　飯
田工場

長野県飯田市龍江６７１９ 雇用・労災・健
康・厚生

870円～870円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-27-3327

139,896円～139,896円

一般事務 飯田市役所 長野県飯田市大久保町２５３４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-22-4511

125,870円～125,870円

【期】一般事務 飯田保健福祉事務所 長野県飯田市追手町２－６７８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-53-0442

154,200円～207,400円

一般事務 一般財団法人　長野県
文化振興事業団　長野
県飯田創造館

長野県飯田市小伝馬町１丁目３５４１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

6,650円～6,650円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-52-0333

137,000円～137,000円

柔道整復師・鍼灸
師・あんまマッサー
ジ師・ＰＴ・ＯＴ

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

850円～1,250円
雇用期間の定めなし 0265-37-1033

144,840円～213,000円

栄養士・管理栄養士 社会福祉法人　愛知慈
恵会　ねばねの里　なご
み

長野県下伊那郡根羽村３０１５番地３６２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-49-2022

166,000円～220,000円

看護職【急募】 飯田市役所 長野県飯田市大久保町２５３４ 雇用・労災・健
康・厚生

9,000円～9,900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-53-6048

184,500円～202,950円

測量、建設・補償コ
ンサルタント（未経験
者）

長姫調査設計株式会社 長野県飯田市今宮町４丁目２０番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-23-3666

184,000円～210,000円

土木技術者 飯田建設株式会社 長野県下伊那郡高森町出原３７３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-2839

220,800円～369,000円

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-2839

220,800円～369,000円

所在地・就業場所

建築技術者 飯田建設株式会社 長野県下伊那郡高森町出原３７３－２

   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。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 
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月給 交替制あり 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 9時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

(2)16時00分～23時30分
省令２号 TEL (3) 9時00分～18時00分

（従業員数 60人 ）
正社員 20050- 6304181 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00分～17時00分

省令３号のイ TEL
（従業員数 5人 ）

正社員 20050- 6318481 就業場所 長野県下伊那郡松川町
月給 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時10分～17時10分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ TEL
（従業員数 68人 ）

正社員 20050- 6340581 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

35歳以下 (1) 8時10分～17時10分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ TEL
（従業員数 68人 ）

正社員 20050- 6341481 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

45歳以下 (1) 8時05分～17時10分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ TEL
（従業員数 50人 ）

正社員 20050- 6301781 就業場所 長野県下伊那郡高森町
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 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ TEL
（従業員数 19人 ）

正社員 20050- 6322681 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時20分～17時20分

年齢不問 TEL
（従業員数 20人 ）

正社員 20050- 6367481 就業場所
月給 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時25分～17時25分

省令３号のイ TEL
（従業員数 19人 ）

正社員 20050- 6330681 就業場所 長野県下伊那郡下條村
月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL
（従業員数 15人 ）

正社員 20050- 6307681 就業場所 長野県下伊那郡高森町
月給 変形（１年単位） 中型自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時30分 フォークリフト技能者

省令１号 TEL
（従業員数 56人 ）

正社員 20050- 6324581 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時30分 フォークリフト技能者

省令１号 TEL
（従業員数 56人 ）

正社員 20050- 6325481 就業場所 長野県飯田市
月給 中型自動車免許一種

不問 (1) 6時00分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 6369881 就業場所 長野県飯田市
月給 準中型自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 6370181 就業場所 長野県飯田市
月給 中型自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 6371081 就業場所 長野県飯田市
日給 原動機付自転車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 24人 ）

正社員 20050- 6344281 就業場所 長野県下伊那郡高森町

鳶職 コーシン工業　株式会社 長野県下伊那郡高森町山吹１０４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

10,000円～19,000円
雇用期間の定めなし 090-3403-5675

240,000円～456,000円

４ｔ車ドライバー（地
場配送）

株式会社　藤商 長野県飯田市座光寺６６２８番地２６０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 090-3403-1937

180,000円～210,000円

２ｔ車ドライバー 株式会社　藤商 長野県飯田市座光寺６６２８番地２６０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 090-3403-1937

180,000円～220,000円

４ｔ車ドライバー（中
京・関東方面）

株式会社　藤商 長野県飯田市座光寺６６２８番地２６０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 090-3403-1937

180,000円～240,000円

大型運転手 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

380,000円～420,000円

運転手（配達）県内 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

270,000円～300,000円

運転手（正社員） 株式会社　高沢生コン 長野県下伊那郡高森町吉田２２８３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-3121

212,000円～264,000円

自動検査装置操作
オペレーター

株式会社　トーア電子
下條工場

長野県下伊那郡下條村睦沢３４１７－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0260-27-1886

165,000円～239,690円

組立スタッフ ミナト光学工業　株式会
社

長野県飯田市時又３２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-26-9221

170,000円～300,000円

食肉製造（加工）と
出荷業務

有限会社　肉の鈴木屋 長野県飯田市南信濃和田１３４８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0260-34-2222

170,000円～250,000円

機械加工【ＭＣ・Ｎ
Ｃ】

株式会社　協和精工 長野県下伊那郡高森町山吹１６４６番地５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-35-8288

165,000円～220,000円

順送金型プレス機オ
ペレーター

株式会社　ＬＡＤＶＩＫ　飯
田工場

長野県飯田市龍江６７１９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-27-3327

180,000円～260,000円

精密金属部品の製
造技術（主にプレス
製品）

株式会社　ＬＡＤＶＩＫ　飯
田工場

長野県飯田市龍江６７１９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-27-3327

180,000円～300,000円

果樹園作業 宮下農園 長野県下伊那郡松川町大島３２３１ 労災

雇用期間の定めなし 090-3434-1239

171,000円～200,000円

カウンタースタッフ
ホールスタッフ

有限会社　新星商事 長野県飯田市中央通り４－４３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-5715

163,000円～230,000円


