
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00分～17時00分

省令１号 TEL
（従業員数 40人 ）

正社員 20050- 3799091 就業場所
月給 普通自動車免許一種

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

正社員以外 20050- 3805391 就業場所 確定拠出年金
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 51人 ）

正社員以外 20050- 3797591 就業場所 長野県飯田市
日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 134人 ）

正社員以外 20050- 3766391 就業場所 長野県飯田市
月給 保育士

不問 (1) 8時30分～17時15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 50人 ）

正社員以外 20050- 3727991 就業場所 長野県下伊那郡喬木村
月給

不問 (1) 9時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 2人 ）

正社員 20050- 3869591 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

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 60人 ）

正社員以外 20050- 3769491 就業場所 長野県下伊那郡松川町
時給

不問 (1) 9時00分～19時00分
(2) 9時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

正社員 20050- 3755291 就業場所
時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時30分

省令１号 TEL
（従業員数 56人 ）

正社員以外 20050- 3804091 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) 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- 3772191 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) 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 86人 ）

正社員 20050- 3810591 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
月給 普通自動車免許ＡＴ

18歳以上 (1)17時00分～ 2時00分 普通自動車免許一種
(2) 0時00分～ 9時00分

省令２号 TEL (3) 8時00分～17時00分
（従業員数 12人 ）

正社員 20050- 3855691 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30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 4人 ）

正社員 20050- 3746891 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

不問 (1) 9時00分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 3809791 就業場所 長野県下伊那郡阿南町
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 14人 ）

正社員 20050- 3812091 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）

18歳以上 (1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

省令２号 TEL (3)10時30分～19時30分
（従業員数 10人 ）

正社員 20050- 3771591 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分
(2)17時00分～ 9時00分

省令２号 TEL (3)10時00分～19時00分
（従業員数 27人 ）

正社員 20050- 3871691 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

所在地・就業場所

積算・見積り 株式会社　ミヤコー 長野県飯田市松尾明７７７０－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-3830

182,100円～262,100円

リフォーム等施工管
理
　【急募】

株式会社エディオン　飯
田サービスセンター

長野県飯田市駄科１８３４－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-26-3261

210,400円～268,500円
又は 8時00分～21時00分の
間の8時間程度

購買、資材調達 多摩川エアロシステム
ズ株式会社　飯田事業
所

長野県飯田市大休１８７９番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-56-9011

175,500円～255,000円

障がい者活躍サ
ポーター（総務管理
課）

南信州地域振興局 長野県飯田市追手町２丁目６７８番地 雇用・公災・健
康・厚生

10,075円～10,075円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-53-0400

201,500円～201,500円

保育士 喬木村役場 長野県下伊那郡喬木村６６６４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-33-2002

155,700円～155,700円

一般事務 社団法人飯田下伊那歯
科医師会

長野県飯田市東新町２丁目２３番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-1348

160,000円～160,000円

事務職員 松川町役場 長野県下伊那郡松川町元大島３８２３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-36-7021

144,100円～144,100円

受付業務 医療法人　社団　二ツ山
歯科医院

長野県飯田市山本４８８－６ 雇用・労災・健
康・厚生

850円～1,000円
雇用期間の定めなし 0265-25-3782

153,000円～180,000円

一般事務 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

900円～1,200円
雇用期間の定めなし 0265-24-2208

158,400円～211,200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

品質保証 化成工業株式会社 長野県下伊那郡阿智村春日１５３３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-43-2531

250,000円～400,000円

コンビニエンスストア
スタッフ（正社員）

セブンイレブン　飯田松
尾上溝店

長野県飯田市松尾上溝２６５８－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-23-1207

170,000円～200,000円

ガソリンスタンド販売
員（城東給油所）

有限会社　綿治硝子店 長野県飯田市上郷別府３３０７－１４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-4141

175,000円～250,000円

農機具販売、修理 有限会社オートハウス 長野県下伊那郡阿南町西条７４３－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0260-22-3737

150,000円～300,000円

自動車販売及び車
検の営業

飯田ヂーゼル株式会社 長野県飯田市松尾明７６６４－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-21-1130

155,110円～203,110円

介護職（グループ
ホーム）

株式会社　みつばさ 長野県飯田市鼎上山３８００番地の５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-56-9288

160,000円～200,000円
又は 6時00分～21時00分の
間の8時間

介護職 医療法人健生会　橋上
医院

長野県下伊那郡阿智村駒場３５９－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-43-2118

172,000円～186,000円
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月給 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時00分～20時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

正社員 20050- 3873491 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
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- 3782391 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

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

省令１号 TEL (3)12時00分～21時30分
（従業員数 60人 ）

正社員 20050- 3753791 就業場所 長野県下伊那郡松川町
月給 変形（１年単位） 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 29人 ）

正社員 20050- 3750691 就業場所 長野県下伊那郡下條村
月給

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL
（従業員数 20人 ）

正社員 20050- 3777491 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20分～17時20分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 32人 ）

正社員 20050- 3800891 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45分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 18人 ）

正社員 20050- 3870391 就業場所 長野県下伊那郡高森町
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

18歳～64歳 (1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～ 1時00分

省令１号 TEL (3)17時00分～ 8時00分
（従業員数 90人 ）

正社員 20050- 3790391 就業場所
月給 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 20人 ）

正社員 20050- 3787891 就業場所 長野県下伊那郡松川町
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- 3802591 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 3806691 就業場所 長野県飯田市
日給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

正社員 20050- 3779891 就業場所 長野県下伊那郡喬木村
時給 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 8人 ）

正社員以外 20050- 3880991 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～16時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

正社員 20050- 3743991 就業場所 長野県飯田市
日給 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 30人 ）

正社員 20050- 3817791 就業場所
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 20人 ）

正社員 20050- 3819291 就業場所 長野県下伊那郡下條村 厚生年金基金
月給 変形（１年単位）

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 31人 ）

正社員 20050- 3760791 就業場所 長野県下伊那郡高森町

調理師 株式会社　はなや（ホテ
ルはなや）

長野県下伊那郡阿智村智里５３０‐１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-43-2700

200,000円～270,000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

260,000円～300,000円

フロント係 松川町役場
（信州まつかわ温泉　清
流苑）

長野県下伊那郡松川町大島２７８４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

830円～1,026円
雇用期間の定めなし 0265-36-2000

132,800円～164,160円

総務・フロント係 株式会社　飯田カント
リー倶楽部

長野県下伊那郡下條村陽皐１０８１番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0260-27-2345

160,000円～180,000円

機械オペレーター アルプス精工　株式会
社

長野県飯田市鼎東鼎４１番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-52-1221

180,000円～200,000円

電子機器組立 株式会社　アルファーシ
ステム

長野県飯田市山本５３６０－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-28-1100

167,300円～200,000円

生コン品質管理
【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・財形

雇用期間の定めなし 0265-35-3121

210,000円～280,000円

運転手（タクシー） 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

131,360円～131,360円

２ｔ車運転手 仙台オート輸送　株式会
社　長野営業所

長野県下伊那郡松川町上片桐３６５０の２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-37-3442

200,000円～250,000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

作業員 株式会社　南信機材 長野県飯田市松尾清水８６５３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-53-6803

230,000円～330,000円

瓦屋根葺工事【職人
見習】

光伸製瓦有限会社 長野県下伊那郡喬木村４８０５ 雇用・労災・健
康・厚生

8,000円～10,000円
雇用期間の定めなし 0265-33-3155

173,600円～217,000円
又は 7時30分～17時30分の
間の8時間程度

測量補助 株式会社　計測エンジニ
アリング

長野県飯田市桐林１７３７－３ 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 0265-26-3012

168,000円～168,000円

土木作業員 株式会社　南建設 長野県飯田市南信濃和田９７８－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0260-34-2251

180,000円～260,000円

現場作業員（大工工
事・建築板金工事）

アサヒ建材有限会社 長野県飯田市下久堅下虎岩９２３－３ 雇用・労災・健
康・厚生

7,500円～12,000円
雇用期間の定めなし 0265-29-8111

197,500円～301,000円

土木機械工及び助
手（長野県）

古田工業　株式会社 長野県下伊那郡下條村睦沢６７０９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

8,500円～11,574円
雇用期間の定めなし 0260-27-2377

183,600円～249,998円

営業 株式会社　外　松 長野県飯田市松尾上溝３０１４－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-2750

203,800円～242,900円


