
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年単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時30分～18時00分 介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ
省令１号 TEL

（従業員数 7人 ）
正社員 20050- 9092981 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 76人 ）

正社員 20050- 9120681 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 23人 ）

正社員 20050- 9168881 就業場所
月給 交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL (3) 9時30分～18時30分
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 9080181 就業場所
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ TEL
（従業員数 26人 ）

正社員 20050- 9180981 就業場所
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 112人 ）

正社員 20050- 9132781 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
時給 簿記検定（日商３級）

不問 (1) 8時30分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 1人 ）

正社員以外 20050- 9179081 就業場所
月給 変形（１年単位） 簿記検定（日商３級）

不問 (1) 9時00分～17時30分 簿記検定（日商２級）
簿記検定（日商１級）

年齢不問 TEL
（従業員数 40人 ）

正社員 20050- 9182481 就業場所 厚生年金基金
月給 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 102人 ）

正社員 20050- 9183781 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- 9157481 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00分 準中型自動車免許

年齢不問 TEL
（従業員数 20人 ）

正社員 20050- 9067981 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

不問 (1)10時00分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

正社員 20050- 9121981 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

39歳以下 (1) 8時15分～17時00分

省令３号のイ TEL
（従業員数 51人 ）

正社員 20050- 9129381 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時20分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 2人 ）

正社員以外 20050- 9148581 就業場所 長野県飯田市
月給 交替制あり

18歳以上 (1)16時00分～23時00分
(2)21時00分～ 4時00分

省令２号 TEL
（従業員数 10人 ）

正社員 20050- 9074681 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金
月給 交替制あり

不問 (1)10時30分～19時00分
(2)15時00分～23時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

正社員 20050- 9166481 就業場所
月給 交替制あり 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 7時10分～16時40分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～19時30分

省令３号のイ TEL (3)11時30分～21時00分
（従業員数 16人 ）

正社員 20050- 9142281 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

所在地・就業場所

介護支援専門員 株式会社　マスト 長野県飯田市上郷別府３３１３－８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-5722

175,000円～180,000円

医療事務員　【正社
員】

医療法人　龍川会 長野県飯田市本町４－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-3800

155,000円～170,000円

一般事務 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

180,000円～250,000円

調剤薬局事務 有限会社　遠山調剤
（アップル薬局）

長野県下伊那郡松川町元大島３２６６番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-34-1372

160,000円～210,000円

一般事務 ロータリー自動車　株式
会社

長野県飯田市上郷飯沼２１２６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-2222

142,000円～250,000円

フロント・一般業務 株式会社マイハウス社
湯多利の里　伊那華

長野県下伊那郡阿智村智里５０３－２９４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-43-2811

180,000円～250,000円

会計事務 小原税務会計事務所 長野県飯田市鼎上山３１２１－１ 雇用・労災

821円～1,000円
雇用期間の定めなし 0265-23-0150

123,150円～150,000円

事務 株式会社サカイ引越セ
ンター　　飯田支社

長野県飯田市鼎一色３８６－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-52-3411

161,000円～173,000円

生産管理・購買 山京インテック　株式会
社

長野県飯田市時又１２７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-28-5000

180,000円～250,000円

生産管理・調達 株式会社　ＮＥＸＡＳ 長野県飯田市下殿岡５１－６ 雇用・労災・健
康・厚生

890円～900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-25-5567

149,520円～151,200円

営業及び現場管理
＊急募＊

信和サービス　有限会
社

長野県下伊那郡松川町元大島５５１５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-37-2688

200,000円～350,000円

アパート仲介業務 キノシタ開発株式会社 長野県飯田市東和町３丁目５３６１－６ 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

営業 杉本印刷株式会社 長野県飯田市上郷黒田７８６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-6611

190,000円～250,000円

営業 ＧＨエンジニアリング 長野県飯田市時又９６５　飯田帝通１０号棟
内

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 090-3047-0096

230,000円～230,000円

調理・フロアー つぼ八　飯田本店 長野県飯田市主税町３１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0120-68-3088

240,000円～300,000円

調理及びホール接
客

鉄板焼Ｄｉｎｉｎｇ　銀座ハ
ンバーグ

長野県飯田市銀座３丁目１－１　トップヒル
ズ第２　１階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-0393

162,000円～196,000円

事務・接客業務 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

161,000円～206,000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。 

◎ 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 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
18歳～40歳 (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 37人 ）

正社員 20050- 9131481 就業場所
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ TEL
（従業員数 21人 ）

正社員 20050- 9171681 就業場所 長野県飯田市
月給 交替制あり 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時00分～16時45分 普通自動車免許ＡＴ
(2)17時00分～ 1時45分

省令３号のイ TEL
（従業員数 77人 ）

正社員以外 20050- 9135181 就業場所 長野県飯田市 確定拠出年金
月給

不問 (1) 8時10分～17時05分

年齢不問 TEL
（従業員数 98人 ）

正社員 20050- 9160181 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 102人 ）

正社員 20050- 9175781 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- 9169281 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村
月給

59歳以下 (1) 8時20分～17時10分

省令１号 TEL
（従業員数 19人 ）

正社員 20050- 9083681 就業場所 長野県飯田市 確定拠出年金
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 51人 ）

正社員 20050- 9128081 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金
時給 普通自動車免許一種

18歳～44歳 (1) 6時00分～14時45分
(2)13時45分～22時30分

省令３号のイ TEL
（従業員数 15人 ）

正社員 20050- 9173581 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
月給 交替制あり フォークリフト技能者

44歳以下 (1) 7時00分～15時00分 普通自動車免許一種
(2)15時00分～23時00分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ TEL (3)23時00分～ 7時00分
（従業員数 15人 ）

正社員 20050- 9086481 就業場所 長野県飯田市
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 ）

正社員以外 20050- 9158781 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 48人 ）

正社員 20050- 9174481 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１ヶ月単位） 中型自動車免許一種

18歳以上 (1) 9時30分～17時00分 フォークリフト技能者
(2)17時30分～ 1時30分

省令２号 TEL
（従業員数 20人 ）

正社員 20050- 9122581 就業場所 長野県下伊那郡高森町
月給 大型自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～16時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 41人 ）

正社員 20050- 9070281 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

44歳以下 (1) 8時00分～17時30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- 9140781 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金
月給 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 電気工事士（第１種）
電気工事士（第２種）

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

正社員 20050- 9137381 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ TEL
（従業員数 23人 ）

正社員 20050- 9145381 就業場所 長野県飯田市

列車見張・交通誘導
員

有限会社　信南警備保
障

長野県飯田市鼎中平１２１２番地２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-4858

180,000円～200,000円

半生菓子の製造 株式会社　戸田屋 長野県飯田市松尾上溝２９４５－１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-6018

195,000円～215,000円

機械オペレーター 大和グラビヤ株式会社
南アルプス工場

長野県飯田市龍江５５６９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-28-7115

180,000円～180,000円

機械加工（円筒研磨
加工者又は旋盤加
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

180,000円～230,000円

機械工 山京インテック　株式会
社

長野県飯田市時又１２７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-28-5000

155,000円～220,000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

180,000円～200,000円

漬物製造 丸井醸造株式会社 長野県飯田市座光寺６６２８－３１７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-6363

147,260円～147,260円

オペレーター（オフ
セット印刷機）

杉本印刷株式会社 長野県飯田市上郷黒田７８６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-6611

200,000円～250,000円

【請】プレス成形工 有限会社イハラ 長野県下伊那郡阿智村伍和４１５ 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし 0265-43-2339

172,000円～206,400円

リサイクル工場作業
員

株式会社　アース・グ
リーン・マネジメント

長野県飯田市中央通り１－２６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-0118

230,000円～280,000円

自動車整備士 株式会社　ハーバル 長野県飯田市上郷別府１７２０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-22-0910

152,000円～300,000円

２次加工（プラスチッ
ク部品）

有限会社　ハヤシテクニ
カ

長野県飯田市川路１２００－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-27-6678

151,000円～195,000円

４ｔ車ドライバー【冷
凍車】

盟豊運送　有限会社 長野県下伊那郡高森町山吹５１６０－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-2860

245,000円～270,000円

運転手（本社） 株式会社　南信サービ
ス

長野県下伊那郡松川町元大島２７１５－４３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-36-4544

212,000円～232,000円

断熱工事（熱絶縁工
事）

株式会社ササキ保温工
業

長野県飯田市松尾清水４４７３番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-7329

184,000円～224,000円

電気工事（内線工
事）

向田電設　有限会社 長野県飯田市育良町２丁目１７－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-6285

200,000円～300,000円

ルート配送 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～240,000円


