
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

時給
不問 (1) 8時30分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

正社員以外 20050- 2958791 就業場所 長野県下伊那郡高森町
月給

不問 (1) 8時30分～18時30分
(2) 8時30分～12時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

正社員 20050- 2796991 就業場所
月給 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

省令１号 TEL
（従業員数 24人 ）

正社員 20050- 2914691 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 9時00分～17時30分 簿記検定（日商３級）

省令１号 TEL
（従業員数 2人 ）

正社員 20050- 2990491 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- 2919291 就業場所
月給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～16時50分

年齢不問 TEL
（従業員数 31人 ）

正社員 20050- 2877491 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
(2) 8時30分～15時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 12人 ）

正社員 20050- 2794391 就業場所 長野県安曇野市
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- 2860791 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- 2816091 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 6時30分～15時30分
(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 ）

正社員以外 20050- 2903191 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

年齢不問 TEL
（従業員数 78人 ）

正社員 20050- 2923991 就業場所 長野県下伊那郡天龍村
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- 2926891 就業場所 長野県下伊那郡松川町
月給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種
(2) 7時00分～15時30分 普通自動車免許ＡＴ

省令２号 TEL (3)13時00分～21時00分
（従業員数 222人 ）

正社員以外 20050- 2946391 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30分～20時30分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

正社員 20050- 2795691 就業場所
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- 2792191 就業場所 長野県飯田市
月給

不問 (1) 6時15分～15時00分
(2) 8時45分～17時45分

年齢不問 TEL (3)10時15分～19時00分
（従業員数 43人 ）

正社員 20050- 2797491 就業場所
月給 変形（１年単位）

不問 (1) 7時00分～11時00分
(2)16時00分～21時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 32人 ）

正社員 20050- 2941891 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

調理場業務 ひるがみ温泉　株式会
社　（石苔亭いしだ）

長野県下伊那郡阿智村智里３３２－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-43-3300

189,616円～260,250円

調理員 社会福祉法人　下伊那
社会福祉会　阿智温泉
療護園

長野県下伊那郡阿智村智里２８７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-43-3172

157,800円～157,800円

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

歯科助手業務 みどり歯科医院 長野県飯田市上郷飯沼１５７５　イオン飯田
店２階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-23-6487

160,000円～180,000円

看護及び介護助手 長野県厚生農業協同組
合連合会　下伊那厚生
病院

長野県下伊那郡高森町吉田４８１－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-7511

147,280円～170,896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

　介護職員 社会福祉法人　天龍村
社会福祉協議会

長野県下伊那郡天龍村平岡７７３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0260-32-2277

161,000円～200,000円

介護ヘルパー（契約
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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-28-2551

186,000円～196,000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

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

一般事務 三陽商事有限会社 長野県飯田市八幡町２２１８－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 090-1889-4444

150,000円～200,000円

営業事務補助 株式会社　しなの工業 長野県下伊那郡高森町下市田３１１１－１
（飯田精密株式会社　内）

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-8833

165,000円～180,000円

工場事務（生産管
理・購買・品質管理）

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

900円～900円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-27-3327

144,720円～144,720円

経理事務・一般事
務・その他

相互車体有限会社 長野県飯田市中村７５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-5151

145,000円～175,000円

経理・総務 株式会社　サン・アイ 長野県飯田市松尾明８０５５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-1488

170,000円～230,000円

医療事務 医療法人　あおぞら会
（こばやしクリニック泌尿
器科皮膚科）

長野県飯田市上郷飯沼１９１１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-0457

145,900円～145,900円

営農部ダイレクト
メール業務

みなみ信州農業協同組
合

長野県飯田市鼎東鼎２８１ 雇用・労災・健
康・厚生

850円～850円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-34-3705

133,875円～133,875円

所在地・就業場所

   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 普通自動車免許一種
18歳以上 普通自動車免許ＡＴ

省令２号 TEL
（従業員数 6人 ）

正社員 20050- 2873091 就業場所 長野県飯田市
時給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

正社員以外 20050- 2994591 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30分～21時15分

省令１号 TEL
（従業員数 46人 ）

正社員 20050- 2838891 就業場所 長野県下伊那郡高森町
月給

18歳以上 (1)15時00分～ 0時30分

省令２号 TEL
（従業員数 6人 ）

正社員 20050- 2874391 就業場所 長野県飯田市
月給

不問 (1) 7時00分～10時00分
(2)10時30分～14時30分

年齢不問 TEL (3)16時30分～21時00分
（従業員数 112人 ）

正社員以外 20050- 2909791 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～21時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 35人 ）

正社員 20050- 2869491 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１年単位）

不問 (1)15時00分～22時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 55人 ）

正社員 20050- 2833391 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１年単位）

64歳以下 (1) 6時00分～22時00分

省令１号 TEL
（従業員数 35人 ）

正社員 20050- 2868991 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) 7時00分～10時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)16時00分～21時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 30人 ）

正社員 20050- 2942291 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
日給 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 2人 ）

正社員 20050- 2866391 就業場所 長野県下伊那郡喬木村
月給

不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

正社員 20050- 2984291 就業場所
時給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

省令１号 TEL
（従業員数 23人 ）

正社員以外 20050- 2987091 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- 2918891 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- 2812891 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 中型自動車免許一種

省令２号 TEL
（従業員数 6人 ）

正社員 20050- 2881091 就業場所
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 12人 ）

正社員 20050- 3000291 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

年齢不問 TEL
（従業員数 45人 ）

正社員 20050- 2850691 就業場所 長野県飯田市

ビル清掃作業員、
ビル清掃責任者及
び見習い

有限会社　メンテナンス
矢澤

長野県飯田市松尾城４１２４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-52-0129

161,000円～207,000円

配送 宮崎商事株式会社 長野県飯田市山本９５１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-3713

180,000円～200,000円

土木作業員【急募】 三石建設　有限会社 長野県下伊那郡高森町下市田４３１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

9,000円～13,000円
雇用期間の定めなし 090-4158-0059

183,600円～265,200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

精密金属部品の検
査・選別・計数・梱
包・出荷・発送の軽

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

850円～850円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-27-3327

136,680円～136,680円

マット加工 株式会社　タケダ 長野県下伊那郡阿智村春日　１６８０ 雇用・労災・健
康・厚生

850円～1,000円
雇用期間の定めなし 0265-43-3908

146,880円～172,800円

グッズ製作作業全般 株式会社　ＡＲＲＯＷＳ 長野県飯田市松尾明７６５８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-0516

180,000円～250,000円

交通誘導員　【正社
員】

株式会社　ライフネクト 長野県下伊那郡喬木村５９０６－６　ハイツ
小川東

雇用・労災・健
康・厚生

8,000円～10,000円
雇用期間の定めなし 090-1118-9620

166,400円～208,000円

接客係 ひるがみ温泉　株式会
社　（石苔亭いしだ）

長野県下伊那郡阿智村智里３３２－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-43-3300

189,616円～260,250円

ルーム係 有限会社　飯田観光ホ
テルよし乃亭

長野県飯田市下久堅知久平１８１５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-29-8130

170,000円～250,000円

客室・食事係 株式会社　三宜亭本館 長野県飯田市追手町２丁目６４１－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-0242

161,900円～181,900円

フロント及び事務 有限会社　飯田観光ホ
テルよし乃亭

長野県飯田市下久堅知久平１８１５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-29-8130

180,000円～180,000円

レストラン接客係 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

雇用期間の定めなし 0265-43-2811

180,000円～220,000円

ホールスタッフ
料理人　（遊夜ダイ
ニング）

有限会社　ドゥー 長野県飯田市扇町３４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 090-8010-9369

180,000円～300,000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15分の
間の8時間程度

調理業務 Ｓｏｒａ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
Ｃａｆｅ　＆Ａ

長野県飯田市松尾町二丁目２８　並木テラ
ス１階

雇用・労災・健
康・厚生

950円～1,100円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-24-6644

132,240円～153,120円
又は10時00分～22時00分の
間の8時間程度

調理及び厨房担当
（さるさ）
ホールスタッフ

有限会社　ドゥー 長野県飯田市扇町３４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 090-8010-9369

180,000円～300,000円
又は10時00分～ 0時30分の
間の8時間程度


