
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 変形（１年単位）
不問 (1) 8時10分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 206人 ）

正社員以外 20050- 4443191 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15分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 50人 ）

正社員 20050- 4322391 就業場所
日給

不問 (1) 8時30分～17時15分
(2) 8時00分～16時45分

年齢不問 TEL
（従業員数 830人 ）

正社員以外 20050- 4473791 就業場所 長野県飯田市
月給 フレックス 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

正社員 20050- 4375991 就業場所 確定拠出年金
月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許一種
(2)11時00分～19時00分

年齢不問 TEL (3)14時00分～22時00分
（従業員数 11人 ）

正社員 20050- 4342791 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許ＡＴ

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 11人 ）

正社員 20050- 4465791 就業場所
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 23人 ）

正社員 20050- 4496991 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 10人 ）

正社員 20050- 4446691 就業場所
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 19人 ）

正社員 20050- 4450591 就業場所 長野県飯田市
月給

不問 (1) 8時15分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 120人 ）

正社員以外 20050- 4501491 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15分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 23人 ）

正社員 20050- 4318791 就業場所 長野県下伊那郡喬木村
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

正社員 20050- 4400191 就業場所 長野県飯田市
時給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分
(2)14時00分～21時30分

年齢不問 TEL (3)12時00分～19時30分
（従業員数 60人 ）

正社員 20050- 4504291 就業場所
月給

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

正社員 20050- 4340991 就業場所 長野県飯田市
月給

不問 (1)10時00分～21時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 9人 ）

正社員 20050- 4453391 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) 6時30分～15時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 7時30分～16時30分

年齢不問 TEL (3) 8時00分～17時00分
（従業員数 50人 ）

正社員 20050- 4370591 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 20人 ）

正社員 20050- 4325491 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金

葬祭ディレクター 株式会社　セレモニー
ホール飯田

長野県飯田市松尾明４９７５番地５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

6,800円～10,000円
雇用期間の定めなし 0265-24-0365

165,920円～244,000円

ゴルフ場フロント【正
社員】

株式会社　あららぎ 長野県下伊那郡阿智村浪合１５３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-47-2331

200,000円～230,000円

サービススタッフ 旬彩　ふく家 長野県飯田市高羽町６－２－７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 080-5144-1115

200,000円～260,000円

ホールスタッフ（正社
員）

株式会社　シミズ　手打
とんかつ志瑞

長野県飯田市鼎名古熊２１３７－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-53-6768

200,000円～250,000円
又は10時00分～22時00分の
間の8時間程度

総合職　【正社員】 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

136,120円～168,264円
又は 8時00分～21時30分の
間の8時間程度

高齢者向け宅配弁
当

まごころ弁当　飯田天の
雫店

長野県飯田市松尾上溝　２９７１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-6326

180,000円～300,000円

調理スタッフ 株式会社いとう　藤山 長野県飯田市鼎中平２８２０番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-1000

220,000円～250,000円

調理員（南信濃給食
センター）

飯田市教育委員会（飯
田市）

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

136,800円～136,800円

保険の営業 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

雇用期間の定めなし 0265-21-1130

155,000円～200,000円

ルート営業 株式会社コクサイ 長野県飯田市上郷飯沼３４６２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-21-1611

200,000円～220,000円

営業 株式会社　あずさ 長野県飯田市上郷別府３３３７－１１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-52-0068

200,000円～250,000円

販売及び配達 丸三精肉店　（焼肉　丸
三）

長野県飯田市白山町２－１－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-1571

156,000円～185,000円
又は 9時00分～19時00分の
間の8時間程度

宣伝・販売員≪急募
≫

フランス総合医療株式
会社　飯田支店

長野県飯田市座光寺３４５４－３２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-0366

150,000円～200,000円
又は 9時00分～22時00分の
間の7時間程度

経理事務【正社員】 株式会社マツザワ 長野県下伊那郡高森町下市田３１２３番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-35-3911

250,000円～350,000円

一般事務 飯田市立病院 長野県飯田市八幡町４３８番地 雇用・労災・健
康・厚生

6,790円～6,790円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-21-1255

139,195円～139,195円

受付・事務スタッフ 株式会社いとう（アイ・
ホールいとう）

長野県飯田市鼎中平２８２０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-1000

180,000円～250,000円

雇用・労災・健
康・厚生・財形

950円～1,230円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-22-2435

159,600円～206,640円

所在地・就業場所

製造業務 夏目光学株式会社 長野県飯田市鼎上茶屋３４６１

   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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時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時20分

年齢不問 TEL
（従業員数 16人 ）

正社員以外 20050- 4500991 就業場所
月給

不問 (1) 8時30分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 26人 ）

正社員 20050- 4434591 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00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 40人 ）

正社員 20050- 4372091 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 5人 ）

正社員 20050- 4512891 就業場所
日給 交替制あり 普通自動車免許二種

21歳以上 (1) 7時30分～17時30分

省令２号 TEL
（従業員数 12人 ）

正社員 20050- 4478091 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30分～17時00分 中型自動車免許一種
(2) 8時30分～12時00分

省令１号 TEL
（従業員数 32人 ）

正社員 20050- 4392491 就業場所 長野県飯田市
月給 大型自動車免許一種

不問 (1) 4時00分～14時00分 中型自動車免許一種

年齢不問 TEL
（従業員数 32人 ）

正社員 20050- 4405491 就業場所 長野県下伊那郡松川町
月給 準中型自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時30分 フォークリフト技能者

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

正社員 20050- 4516091 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 5人 ）

正社員 20050- 4419091 就業場所
日給 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL
（従業員数 30人 ）

正社員 20050- 4441291 就業場所 厚生年金基金
日給 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 12人 ）

正社員 20050- 4472491 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00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

正社員 20050- 4432891 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～16時30分 準中型自動車免許
(2) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 11人 ）

正社員 20050- 4510491 就業場所 長野県飯田市
月給 準中型自動車免許

59歳以下 (1) 5時00分～15時25分 普通自動車免許一種
(2) 3時30分～16時30分

省令１号 TEL
（従業員数 43人 ）

正社員 20050- 4433291 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10分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 39人 ）

正社員以外 20050- 4354591 就業場所 長野県飯田市
時給 中型自動車免許一種

不問 (1) 7時50分～17時00分 中型一種（８ｔ限定）
フォークリフト技能者

年齢不問 TEL
（従業員数 22人 ）

正社員 20050- 4464491 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00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 45人 ）

正社員 20050- 4498791 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

【請】工場間運搬 丸運工業ロジスティクス
株式会社

長野県下伊那郡豊丘村大字河野９０７７番
地２

雇用・労災・健
康・厚生

1,100円～1,100円
雇用期間の定めなし 0265-48-5930

184,800円～184,800円

製造業（理化学用ガ
ラス製品加工）

柴田科学株式会社　飯
田工場

長野県飯田市川路１２００－２ 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）

0265-27-6667

138,000円～138,000円

青果物の販売配送
集荷

株式会社　飯田青果 飯田市松尾上溝２９０３－１３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-3100

200,000円～200,000円

配送員 大萬株式会社 長野県飯田市鼎切石４６２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-2600

200,000円～250,000円

土木工事 阿智工務店株式会社 長野県下伊那郡阿智村駒場４２８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-43-2065

230,000円～250,000円

型枠工・現場作業員 池本建設　有限会社 長野県飯田市鼎上山２６７８ 雇用・労災・健
康・厚生

8,500円～9,500円
雇用期間の定めなし 090-3063-0980

195,500円～218,500円

土木ボーリング工・
法面工

北陽建設株式会社　飯
田営業所

長野県飯田市鼎下山４９１－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

7,000円～13,000円
雇用期間の定めなし 0265-24-8720

142,800円～265,200円

住宅設備配管等【正
社員】

株式会社　エビスヤ産
業

長野県下伊那郡松川町上片桐１９３２－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-37-2051

180,000円～230,000円

飼料の運送及び製
造【急募】

日東食品　有限会社 長野県飯田市上郷別府２５７５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-1944

150,000円～200,000円

運転手（４ｔウイン
グ゛）

有限会社　クローバー 長野県下伊那郡松川町元大島５２７６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-34-7011

190,000円～340,000円

貨物自動車運転手
（地場）

下伊那自動車株式会社 長野県飯田市上郷別府３３５５番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-2510

170,000円～275,000円

コミュニティバス運転
手

マルモタクシー（丸茂自
動車有限会社）

長野県下伊那郡松川町元大島１５８４－７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

10,000円～12,000円
雇用期間の定めなし 0265-36-3333

218,000円～261,600円

看板の製作 有限会社　里見看板店 長野県飯田市上郷別府３３６５－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-1879

190,000円～240,000円

塗装工 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～272,100円

検査 有限会社　高山精機 長野県飯田市羽場赤坂２０２０－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-28-2340

170,000円～200,000円

製品の組立・検査・
出荷

ルミア株式会社　飯田工
場

長野県飯田市時又９６５　飯田帝通内４号棟
２階

雇用・労災・健
康・厚生

900円～950円
雇用期間の定めなし 0265-49-4440

144,000円～152,000円


