
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
不問 (1) 8時00分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 13人 ）

正社員 20050-  163991 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

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-   59991 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

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

正社員 20050-  204291 就業場所
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 45人 ）

正社員 20050-  270291 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）

不問 (1) 8時30分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～13時00分

年齢不問 TEL (3) 8時30分～20時00分
（従業員数 22人 ）

正社員 20050-  238891 就業場所 長野県飯田市
時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～19時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

正社員以外 20050-  220891 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 17人 ）

正社員 20050-  182291 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

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 75人 ）

正社員 20050-  177191 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許ＡＴ

35歳以下 (1) 8時00分～17時15分

省令３号のイ TEL
（従業員数 22人 ）

正社員 20050-   69791 就業場所 長野県下伊那郡松川町
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 6時30分～15時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～17時00分

省令２号 TEL (3)11時30分～20時30分
（従業員数 25人 ）

正社員 20050-   74691 就業場所 長野県下伊那郡松川町
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳～59歳 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 7時00分～15時45分

省令１号 TEL (3)11時15分～20時00分
（従業員数 27人 ）

正社員 20050-  131791 就業場所 長野県下伊那郡高森町 確定給付年金
月給 変形（１ヶ月単位）

18歳～64歳 (1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

省令１号 TEL (3)12時30分～21時30分
（従業員数 59人 ）

正社員 20050-  179391 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ＡＴ

59歳以下 (1) 9時00分～17時45分
(2)12時45分～21時30分

省令１号 TEL
（従業員数 44人 ）

正社員 20050-  296291 就業場所 長野県下伊那郡高森町
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-  288291 就業場所 長野県飯田市
月給 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 30人 ）

正社員 20050-   66691 就業場所
月給 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時10分～16時55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-  127091 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 24人 ）

正社員 20050-  212891 就業場所 長野県飯田市

プレス加工 株式会社　林精機 長野県飯田市北方１６０５番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-56-3201

160,000円～220,000円

製造スタッフ【急募】 熊谷精機　株式会社 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲９１１５－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-34-3440

170,000円～300,000円

プレス機オペレー
ター

株式会社タカモリ 長野県下伊那郡豊丘村大字神稲３２５０番
地

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-3101

160,000円～260,000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

接客（宿泊施設）ス
タッフ　　　【正社員】

一般財団法人高森町ま
ちづくり振興公社

長野県下伊那郡高森町下市田２１８３番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-8260

151,700円～180,200円
又は 9時00分～21時00分の
間の8時間程度

介護士 社会福祉法人　やまりき
松寿会

長野県飯田市鼎下山１２０６番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-8300

167,200円～243,600円
又は21時30分～ 7時00分の
間の8時間程度

介護職員 社会福祉法人　まどか
特別養護老人ホーム
グランスマイル

長野県下伊那郡高森町牛牧１９６８番地１５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-6668

161,600円～196,900円

介護職員（介護付有
料老人ホーム）【急
募】

医療法人コスモス会　介
護付　有料老人ホーム
コスモス松川

長野県下伊那郡松川町元大島３２５５－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 026-217-6990

144,500円～350,361円

ダンボール製品、包
装資材の営業・販売

株式会社　丸一パッ
ケージ

長野県下伊那郡松川町生田福与５９３－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-36-2655

230,000円～260,000円

営業・購買 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

220,000円～280,000円

得意先営業と機器
保守

伊坪ビジネス　株式会
社

長野県飯田市松尾代田７４６番地１　アザー
ルビル１階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-6262

180,000円～250,000円

販売 有限会社バハティー
（イーカンジ）

長野県飯田市育良町１丁目２０－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

850円～1,000円
雇用期間の定めなし 090-1868-4827

152,320円～179,200円

医療事務　＊急募＊
（経験者優遇）

医療法人　昭伊会（まる
やまファミリークリニッ
ク）

長野県飯田市大瀬木１１０６－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 090-3585-0918

160,000円～250,000円

一般事務 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 0265-25-7588

160,000円～170,000円

一般事務　【正社員】 近藤マテリアル　株式会
社

長野県飯田市上郷飯沼１８２８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 090-1451-7662

143,000円～203,000円

一般事務 有限会社　熊谷商事 長野県下伊那郡高森町下市田３２０５－６
（下市田工業団地内）

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-3919

180,000円～180,000円

所在地・就業場所

一般事務 日幸設備株式会社 長野県下伊那郡高森町山吹６００４－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-35-5177

140,000円～180,000円
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月給 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 8時00分～16時45分 普通自動車免許ＡＴ

(2)16時30分～ 1時05分
省令２号 TEL (3)23時40分～ 8時25分

（従業員数 200人 ）
正社員 20050-   12191 就業場所 長野県下伊那郡松川町 厚生年金基金

月給 普通自動車免許一種
29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 28人 ）

正社員 20050-   10291 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

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 3人 ）

正社員 20050-  307991 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 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 11人 ）

正社員 20050-  337191 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

59歳以下 (1) 8時30分～18時00分

省令１号 TEL
（従業員数 4人 ）

正社員 20050-   27891 就業場所 長野県下伊那郡喬木村
月給 交替制あり 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
(2)10時00分～19時00分

年齢不問 TEL (3)12時00分～21時00分
（従業員数 35人 ）

正社員 20050-  234691 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村 確定拠出年金
月給

64歳以下 (1) 8時00分～17時15分

省令１号 TEL
（従業員数 60人 ）

正社員 20050-  313391 就業場所 長野県下伊那郡喬木村
月給 変形（１年単位）

35歳以下 (1) 8時00分～17時30分

省令３号のイ TEL
（従業員数 32人 ）

正社員 20050-  230591 就業場所 長野県飯田市
月給

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ TEL
（従業員数 25人 ）

正社員 20050-   97191 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

18歳～40歳 (1) 8時00分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)17時30分～ 3時00分

省令２号 TEL (3)20時00分～ 5時30分
（従業員数 42人 ）

正社員 20050-    1891 就業場所 長野県下伊那郡高森町 確定給付年金
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 8人 ）

正社員 20050-    3591 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30分～17時40分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 30人 ）

正社員 20050-    6391 就業場所
時給

不問 (1) 8時25分～17時05分

年齢不問 TEL
（従業員数 18人 ）

正社員 20050-  171991 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10分～17時10分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 136人 ）

正社員 20050-   17491 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

18歳以上 (1) 8時00分～16時00分
(2)18時00分～ 2時00分

省令２号 TEL
（従業員数 27人 ）

正社員 20050-  155991 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

39歳以下 (1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ TEL
（従業員数 9人 ）

正社員 20050-  117591 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～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 1人 ）

正社員 20050-  213291 就業場所 長野県飯田市

清掃職社員（エリア
スタッフ）

中日本ロード・メンテナ
ンス東海株式会社　飯
田事務所

長野県飯田市大瀬木１６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 0265-25-7037

163,200円～163,200円

食品配達 名糖乳業　株式会社 長野県飯田市上川路３１０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-26-7110

180,000円～230,000円

タクシー乗務員（養
成）

第一観光タクシー株式
会社

長野県飯田市主税町２７番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-5052

155,000円～155,000円

製造機械のメンテナ
ンス

株式会社　乾光精機製
作所

長野県下伊那郡高森町山吹８６８５－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-35-5345

164,400円～220,000円

精密部品製造【急
募】

北原電子株式会社 長野県飯田市上郷黒田２８７９－５ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～950円
雇用期間の定めなし 0265-23-3897

135,675円～143,213円

組立　【正社員】 ＪＮＣ工業株式会社 長野県下伊那郡松川町元大島３８３５－４ 雇用・労災・健
康・厚生

821円～1,200円
雇用期間の定めなし 0265-48-0351

143,190円～209,280円

現場作業および営
業　　　　　　【急募】

飯田米穀　株式会社 長野県飯田市元町５４５２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-3603

170,000円～220,000円

食品・医療品・工業
用軟包装材料の製
造業務

株式会社メイワパックス
飯田工場

長野県下伊那郡高森町下市田３１２５－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 050-3821-6885

175,000円～197,000円

成形作業（オペレー
ター、整備）

株式会社　積水化成品
中部　飯田工場

長野県飯田市座光寺６６２８番地１３０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-21-1001

155,300円～225,300円
又は 8時30分～20時30分の
間の8時間

食品製造 株式会社　ケーアイフー
ズ

長野県飯田市松尾新井６２１０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-3810

150,000円～200,000円

菓子の製造（仕込
み・成形）

伊藤製菓　有限会社 長野県下伊那郡喬木村４００‐９６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-33-3381

178,000円～260,000円

製造クリエーター クロダ精機株式会社 長野県下伊那郡豊丘村神稲９２６８－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-35-1101

160,000円～250,000円

自動車鈑金・塗装 カーリペア　たかぎ 長野県下伊那郡喬木村１４２８－１３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-33-4522

180,000円～250,000円

金属プレス機オペ
レーター

株式会社　マルコ精工 長野県下伊那郡高森町下市田３９３３ー１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-2616

170,000円～220,000円

機械部品加工 有限会社　浜島製作所 長野県飯田市山本２９５４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-2460

160,000円～200,000円

機械オペレーター 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

６軸自動旋盤の操作 ＮＳＫマイクロプレシジョ
ン株式会社

長野県下伊那郡松川町元大島２９５３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-36-3315

200,000円～300,000円


