
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) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

正社員 20050- 5311791 就業場所
月給 交替制あり 薬剤師

不問 (1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分

年齢不問 TEL (3) 9時30分～18時30分
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 5394791 就業場所 長野県下伊那郡松川町
月給 変形（１ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分
(2)17時00分～ 9時00分

省令１号 TEL
（従業員数 300人 ）

正社員 20050- 5274891 就業場所 長野県飯田市 確定給付年金
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- 5290291 就業場所 長野県飯田市
日給 管理栄養士

不問 (1) 8時30分～17時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 830人 ）

正社員以外 20050- 5271991 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１年単位） 介護支援専門員

不問 (1) 8時30分～17時30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 17人 ）

正社員 20050- 5314591 就業場所 長野県飯田市
日給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 14人 ）

正社員以外 20050- 5345791 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) 9時10分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時10分～18時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 39人 ）

正社員 20050- 5386791 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00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 8人 ）

正社員 20050- 5396291 就業場所
時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時10分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 190人 ）

正社員以外 20050- 5387891 就業場所 長野県飯田市
時給

不問 (1)10時00分～19時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 70人 ）

正社員以外 20050- 5299891 就業場所 長野県飯田市
時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時40分～19時20分
(2) 9時40分～14時45分

年齢不問 TEL (3)14時15分～19時20分
（従業員数 18人 ）

正社員以外 20050- 5367691 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00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

正社員 20050- 5384991 就業場所 長野県飯田市
月給

不問 (1)11時00分～20時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 30人 ）

正社員以外 20050- 5334691 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) 9時25分～18時40分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

正社員 20050- 5360791 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

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

正社員 20050- 5281891 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 35人 ）

正社員 20050- 5320891 就業場所

所在地・就業場所

ＳＥ・プログラマー イン・ファ・ス有限会社 長野県飯田市鼎一色４５２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-21-2188

180,000円～260,000円

薬　剤　師 有限会社　遠山調剤
（アップル薬局）

長野県下伊那郡松川町元大島３２６６番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-34-1372

220,000円～500,000円

看護師 医療法人　輝山会記念
病院

長野県飯田市毛賀１７０７番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-26-8111

246,100円～392,200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

管理栄養士 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

9,030円～9,030円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-21-1255

185,115円～185,115円

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

有限会社　かふね 長野県飯田市育良町２－２４－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-25-7738

185,000円～240,000円

職業能力開発コー
ディネーター

長野県飯田技術専門校 長野県飯田市松尾明７５０８－３ 雇用・労災・健
康・厚生

8,525円～8,525円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-22-1067

153,450円～153,450円

受付事務 株式会社　アジマ自動
車学校

長野県下伊那郡喬木村１３５３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-33-2550

143,000円～143,000円

調剤薬局事務 有限会社　遠山調剤
（アップル薬局）

長野県下伊那郡松川町元大島３２６６番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-34-1372

160,000円～210,000円

海外営業 夏目光学株式会社 長野県飯田市鼎上茶屋３４６１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

1,000円～1,230円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-22-2435

168,000円～206,640円

電話受信コミュニ
ケーター　　　「急募」

株式会社テレネット　長
野コンタクトセンター

長野県飯田市鼎名古熊２６０６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 0265-21-7222

168,000円～168,000円

レジ業務（オートバッ
クス飯田店：フルタイ
ムパート）

株式会社　オートバック
ス美濃

長野県飯田市上郷飯沼２２２７番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-21-1633

173,000円～207,600円

食肉販売（飯田店・
正社員）

有限会社　丸久 長野県下伊那郡高森町下市田２９１９番地１
５

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-2159

200,000円～240,000円

スポーツ用品販売 ゼビオ株式会社スー
パースポーツゼビオ飯
田鼎店

長野県飯田市鼎名古熊６５１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-21-6266

165,000円～165,000円

店舗販売員 有限会社　キング堂 長野県飯田市銀座４丁目５番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-5500

142,500円～172,500円

営業 有限会社　飯田丸光部
品

長野県飯田市大久保町２５６５－６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-23-1231

160,000円～180,000円

生命保険、損害保険
の募集及び保全業
務

日本生命保険相互会社
松本支社　飯田営業部

長野県飯田市東和町１－８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-2758

146,000円～156,000円

   ハローワーク飯田 （飯田公共職業安定所） 

         ℡ 0265-24-8609 
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月給 普通自動車免許ＡＴ
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- 5323191 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

年齢不問 TEL (3)11時30分～20時30分
（従業員数 78人 ）

正社員 20050- 5287691 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
月給

18歳以上 (1)16時00分～ 8時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)15時30分～21時00分

省令２号 TEL (3) 7時00分～ 9時30分
（従業員数 18人 ）

正社員 20050- 5359391 就業場所 長野県下伊那郡松川町
月給

18歳以上 (1)10時00分～22時30分

省令２号 TEL
（従業員数 5人 ）

正社員 20050- 5332091 就業場所 長野県飯田市
月給 交替制あり

不問 (1) 6時00分～14時45分
(2)10時30分～19時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 84人 ）

正社員以外 20050- 5383691 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) 9時00分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)12時00分～22時00分

省令２号 TEL (3)15時00分～ 1時00分
（従業員数 135人 ）

正社員 20050- 5327991 就業場所 長野県飯田市
時給 交替制あり

18歳以上 (1) 4時45分～15時00分
(2)15時00分～ 0時00分

省令２号 TEL (3) 8時30分～17時30分
（従業員数 30人 ）

正社員以外 20050- 5403191 就業場所 長野県飯田市
日給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時00分～16時30分
(2) 8時30分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 26人 ）

正社員以外 20050- 5286391 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) 8時00分～16時45分
(2) 7時30分～16時15分

省令１号 TEL
（従業員数 20人 ）

正社員 20050- 5305591 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15分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 5397591 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20分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 11人 ）

正社員 20050- 5272491 就業場所 長野県下伊那郡喬木村 厚生年金基金
時給 普通自動車免許一種

64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 28人 ）

正社員 20050- 5328491 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
月給

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号 TEL
（従業員数 37人 ）

正社員 20050- 5373091 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30分

年齢不問 TEL
（従業員数 21人 ）

正社員 20050- 5289491 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

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

正社員以外 20050- 5343991 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) 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- 5374391 就業場所
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

年齢不問 TEL
（従業員数 11人 ）

正社員以外 20050- 5303891 就業場所 長野県飯田市

住宅販売、不動産営
業

有限会社　ホソダ建工 長野県下伊那郡下條村陽皐１９９６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-6787

180,000円～205,000円

介護職 医療法人　健生会 長野県下伊那郡阿智村駒場１２４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-43-4848

160,000円～174,000円

グループホームの支
援員
　【正社員】

社会福祉法人　アンサ
ンブル会

長野県下伊那郡松川町元大島１３３９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-34-0226

170,000円～200,000円

ホールスタッフ及び
調理師

創作料理　灯（ａｋａｒｉ） 長野県飯田市鼎名古熊２６１０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-0725

160,000円～250,000円

調理員（ゆうゆう） 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）

0265-53-6048

151,700円～151,700円

調理又はフロア担当 有限会社　サン・コーポ
レーション
（３びきのこぶたグルー
プ）

長野県飯田市鼎一色４９－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-8115

160,000円～265,000円
又は 9時00分～ 1時00分の
間の8時間程度

警備業務 株式会社全日警長野支
社　飯田営業所

長野県飯田市上飯田５３５６－１　ＪＲ東海飯
田支店１階

雇用・労災・健
康・厚生

880円～1,000円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-53-8175

150,480円～177,000円

交通誘導員 チューリップライフ株式
会社　飯田営業所

長野県飯田市上郷別府１０１８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

7,500円～8,300円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-21-5068

162,750円～180,110円

生コン製造 アザ－レミックス株式会
社

長野県飯田市松尾清水８６０２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-8550

210,000円～230,000円

部品加工 株式会社　アンドーメタ
ルワークス

長野県下伊那郡松川町生田５９０４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-36-6241

220,000円～260,000円

自動車板金 車検のコバック飯田阿
島店（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

【請】車載部品加工 有限会社　盟興工業 長野県下伊那郡阿智村伍和６２１５ 雇用・労災・健
康・厚生

821円～1,200円
雇用期間の定めなし 090-8774-5633

134,000円～195,840円

非破壊検査　【正社
員】

多摩川パーツマニュファ
クチャリング株式会社

長野県飯田市松尾明７５８４‐１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-6488

162,000円～250,000円

解体工事手元作業・
構内作業

有限会社　ナカタ商事 長野県飯田市松尾代田８６２－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-23-1558

210,000円～250,000円

宅配ドライバー 合同会社　サワヤ 長野県下伊那郡松川町元大島１５６１－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

880円～880円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-36-2138

151,360円～151,360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）

090-8725-1126

170,000円～230,000円

袋詰め・ビン詰め・ラ
ベル貼り等作業

株式会社　サンフード 長野県飯田市松川町２２５１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

850円～850円
雇用期間の定めなし 0265-21-2222

146,625円～146,625円


