
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15分 建築施工管理技士２級

建築士（２級）
年齢不問 TEL

（従業員数 28人 ）
正社員 20050-  432191 就業場所

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 3人 ）

正社員 20050-  443691 就業場所 長野県飯田市
月給 看護師

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 准看護師
普通自動車免許ＡＴ

省令１号 TEL
（従業員数 20人 ）

正社員 20050-  407291 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
月給 歯科技工士

不問 (1) 8時30分～18時00分 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 42人 ）

正社員 20050-  444991 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

18歳以上 (1) 6時00分～14時25分 普通自動車免許ＡＴ
(2)12時15分～21時00分

省令２号 TEL (3)16時00分～ 9時30分
（従業員数 156人 ）

正社員 20050-  403991 就業場所 長野県下伊那郡松川町
月給 介護支援専門員

45歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ TEL
（従業員数 690人 ）

正社員 20050-  379091 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) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL
（従業員数 2人 ）

正社員 20050-  388391 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 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-  439891 就業場所 長野県下伊那郡喬木村 確定拠出年金
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

44歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ TEL
（従業員数 59人 ）

正社員 20050-  468391 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 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

正社員 20050-  469691 就業場所 厚生年金基金
月給

不問 (1) 8時30分～17時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 75人 ）

正社員以外 20050-  370391 就業場所
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時30分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

正社員 20050-  433091 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

64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 90人 ）

正社員 20050-  405791 就業場所
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-  390491 就業場所 長野県飯田市
月給

18歳以上 (1)15時00分～ 0時00分
(2) 0時00分～ 9時00分

省令２号 TEL
（従業員数 9人 ）

正社員 20050-  474591 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村
月給

64歳以下 (1) 8時30分～17時00分

省令１号 TEL
（従業員数 26人 ）

正社員 20050-  394591 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

不問 (1) 8時30分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～12時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

正社員 20050-  419391 就業場所 長野県飯田市

医療機器販売スタッ
フ

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 090-5209-8675

175,000円～230,000円

小売店店員 株式会社　蔵　（信州新
野千石平道の駅）

長野県下伊那郡阿南町新野２７００ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0260-24-2339

143,000円～180,000円

コンビニ店員 ファミリーマート信州喬
木店

長野県下伊那郡喬木村１３１５－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-33-1034

170,000円～220,000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

事務員 南信州広域タクシー有
限会社

長野県飯田市上殿岡７１７－４番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-28-2800

160,000円～175,000円

営業　＊急募＊ 株式会社　しまライフデ
ザイン

長野県飯田市江戸町１丁目２４０－１ディス
カンソ江戸町７０１号

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-49-0315

150,000円～150,000円

一般事務（管理課） 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

139,195円～139,195円

一般事務 日建リース工業株式会
社　飯田営業所

長野県下伊那郡豊丘村大字神稲９２７７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-6683

175,000円～175,000円

事務員 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

153,400円～248,100円

事務員【本社】 株式会社　はやし 長野県下伊那郡喬木村２８０番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-33-1111

150,000円～170,000円

一般事務【まかせて
飯田】

有限会社　ペーパー・
シャワーズ

長野県飯田市上郷別府１６９７－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-49-3986

183,000円～183,000円

介護支援専門員
（ケアマネージャー）
【正社員】

社会医療法人栗山会
飯田病院

長野県飯田市大通１－１５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-5150

210,000円～305,000円

生活支援員【正規】
（グループホーム）

社会福祉法人　親愛の
里

長野県下伊那郡松川町元大島１５９３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-34-7120

202,000円～202,000円

歯科技工士 株式会社　コスミック恵
歯研

長野県飯田市三日市場１７７７－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-0001

170,000円～280,000円

【正社員】デイサービ
ス看護職員（春日）

社会福祉法人阿智村社
会福祉協議会

長野県下伊那郡阿智村駒場４８３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-45-1234

196,800円～223,800円

設計 小竹建設有限会社 長野県飯田市上郷黒田６７４－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-5243

190,000円～280,000円

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-43-2035

200,000円～260,000円

所在地・就業場所

設計・積算 株式会社　小笠原鉄工 長野県下伊那郡阿智村春日１１４５
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月給 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ TEL
（従業員数 6人 ）

正社員 20050-  434391 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

不問 (1) 6時30分～15時30分 介護職員初任者研修
(2) 9時00分～18時00分

年齢不問 TEL (3)11時00分～20時00分
（従業員数 22人 ）

正社員 20050-  381491 就業場所 長野県飯田市
時給 交替制あり

不問 (1) 6時40分～15時40分
(2) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL (3)10時00分～19時00分
（従業員数 73人 ）

正社員以外 20050-  410691 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) 5時30分～15時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 7時00分～17時00分

省令１号 TEL (3) 9時00分～19時00分
（従業員数 40人 ）

正社員 20050-  435691 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
時給 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-  387091 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

30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 28人 ）

正社員 20050-  420791 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

59歳以下 (1) 8時15分～17時20分 普通自動車免許ＡＴ

省令１号 TEL
（従業員数 37人 ）

正社員 20050-  463891 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～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 11人 ）

正社員 20050-  368291 就業場所 長野県下伊那郡喬木村 厚生年金基金
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 7時45分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ TEL
（従業員数 12人 ）

正社員 20050-  364991 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-  428991 就業場所 長野県下伊那郡阿南町
月給

不問 (1) 8時20分～17時20分

年齢不問 TEL
（従業員数 25人 ）

正社員 20050-  396091 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～25歳 (1) 8時20分～17時20分 普通自動車免許ＡＴ
(2)17時10分～ 2時10分

省令２号 TEL (3)18時25分～ 3時25分
（従業員数 385人 ）

正社員 20050-  424191 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

30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 5人 ）

正社員 20050-  450391 就業場所 長野県飯田市
日給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 28人 ）

正社員 20050-  365491 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

正社員以外 20050-  384291 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15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 18人 ）

正社員 20050-  366791 就業場所
日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～16時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 11人 ）

正社員以外 20050-  399991 就業場所 長野県下伊那郡高森町

ゴルフ場コース管理
業務

ヤハギ緑化株式会社
高森作業所

長野県下伊那郡高森町山吹６９５５－２３
（高森カントリークラブ内）

雇用・労災・健
康・厚生

8,500円～12,500円
雇用期間の定めなし 080-1577-6813

196,350円～288,750円

半生菓子のパッケー
ジ、出荷作業

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

ビルメンテナンス業
務

抗菌美装　株式会社 長野県飯田市中村　６－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-28-2000

160,000円～230,000円

大型ダンプカー運転
手

皮革運送　有限会社 長野県飯田市松尾新井６５７１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

8,000円～8,000円
雇用期間の定めなし 0265-24-3570

240,000円～276,000円

【急募】建築塗装 株式会社　ＫＩＵＣＨＩ 長野県飯田市鼎名古熊１７２６－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 090-2263-2523

200,000円～300,000円

車載部品の組立・検
査【未経験】

多摩川マイクロテップ
株式会社

長野県飯田市毛賀１０２０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-2003

153,600円～220,000円

家電、車載部品組立
【急募】

有限会社　佐久間製作
所

長野県飯田市鼎名古熊１９７８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-52-0418

134,644円～147,600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

菓子製造 有限会社　いとうや 長野県飯田市本町２－１５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-1372

180,000円～220,000円

自動車板金 株式会社　フジモト自動
車

長野県下伊那郡喬木村１３１６番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-33-3344

160,000円～280,000円

ＮＣ旋盤オペレー
ター

株式会社　ヨシカズ 長野県飯田市駄科１８７２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-49-8862

200,000円～300,000円

機械オペレーター 有限会社　米山金型製
作所

長野県下伊那郡松川町大島４０２番地１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-36-5476

163,000円～243,000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

880円～980円
雇用期間の定めなし 0265-25-7256

149,952円～166,992円

調理師 株式会社　清風苑 長野県下伊那郡阿智村智里３３８番地１９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-43-4141

190,000円～240,000円

介護員 社会福祉法人ジェイ
エー長野会　みなみ信
州地域事業本部

長野県下伊那郡高森町吉田４８１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-34-3630

144,000円～144,000円

介護ヘルパー（正社
員）

三菱電機ライフサービス
株式会社　　　中津川支
店　北方の郷

長野県飯田市北方１５５８番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-28-2551

187,000円～205,200円

営業 株式会社タカオホームソ
リューションズ　飯田店

長野県飯田市北方８０５－１　オフィスＡ２Ｆ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-28-1253

200,000円～290,000円


