
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- 6917491 就業場所

月給 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- 6885991 就業場所 厚生年金基金
月給 測量士

不問 (1) 8時00分～17時30分 測量士補
普通自動車免許一種

年齢不問 TEL
（従業員数 22人 ）

正社員 20050- 6970591 就業場所 厚生年金基金
月給

不問 (1) 9時30分～18時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

正社員 20050- 6954591 就業場所 長野県飯田市
月給 作業療法士

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 12人 ）

正社員 20050- 6919891 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種
(2) 8時30分～17時30分

省令１号 TEL (3) 9時00分～18時00分
（従業員数 83人 ）

正社員 20050- 6949691 就業場所 長野県下伊那郡泰阜村 確定拠出年金
月給 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ＡＴ

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

正社員 20050- 6969791 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

35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 簿記検定（日商２級）

省令３号のイ TEL
（従業員数 4人 ）

正社員 20050- 6913091 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 10人 ）

正社員 20050- 6935891 就業場所
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時00分～17時30分

省令３号のイ TEL
（従業員数 21人 ）

正社員 20050- 6948391 就業場所
月給 変形（１年単位） 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 10人 ）

正社員 20050- 6933491 就業場所 長野県飯田市
月給

不問 (1) 9時30分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 5人 ）

正社員 20050- 6967991 就業場所 長野県飯田市
月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 牽引免許（一種）
(2) 7時30分～16時00分

省令１号 TEL
（従業員数 25人 ）

正社員 20050- 6958691 就業場所 三重県四日市市
月給 変形（１ヶ月単位） 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 11人 ）

正社員 20050- 6881191 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 4人 ）

正社員 20050- 6890091 就業場所 長野県飯田市
月給 交替制あり

45歳以下 (1) 8時30分～17時30分
(2) 6時00分～15時00分

省令３号のイ TEL (3) 7時00分～16時00分
（従業員数 690人 ）

正社員 20050- 6912191 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） 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- 6940991 就業場所

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

看護補助職員【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

175,000円～215,000円
又は 6時00分～21時00分の
間の8時間

婦人服・子供服・服
飾雑貨販売（店長候
補）（サブ候補）

株式会社　ＦＰナンジョ
ウ

長野県飯田市中央通り４－３２－２　センノビ
ル２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 090-7181-9115

165,000円～195,000円
又は 8時30分～21時30分の
間の8時間

専門職（和装関連・
健康関連・太陽光設
備販売）

株式会社　天龍社 長野県飯田市鼎東鼎２８１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-1160

150,000円～180,000円

事務員　【正社員】 池畑運送株式会社飯田
支店

下伊那郡高森町下市田３３３３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 080-5764-9728

180,000円～250,000円

営業事務 信州電力　株式会社 長野県飯田市東和町三丁目５３６１－６　Ｋ
ＯＢＡビル２階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-6476

176,400円～321,600円

税理士補助 福嶋恭則税理士事務所 長野県飯田市高羽町１丁目４番地１０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-49-0230

182,000円～270,000円

総合職（総務部門）
【正社員】

第一公害プラント株式会
社

長野県飯田市松尾清水８１０４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-1121

205,700円～304,800円

事務（本社） 株式会社　原鉄 長野県飯田市大門町２６番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-1206

161,000円～183,000円

経営相談業務　他
【正社員】

株式会社　マスネット
ワーク　飯田事務所

長野県飯田市育良町２丁目１４－２
アダージョ２　１階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-0261

170,000円～250,000円

介護支援専門員 株式会社　紫光 長野県飯田市北方２３８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-55-1717

200,000円～240,000円

介護支援専門員【正
社員】

社会福祉法人　泰阜村
社会福祉協議会

長野県下伊那郡泰阜村３２４７－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0260-26-2162

175,000円～307,600円

機能訓練指導員（作
業療法士）

有限会社　わくわく 長野県飯田市松尾寺所７０４３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-53-4335

192,000円～192,000円

システムエンジニア・
プログラマー

株式会社　ウェブウェア 長野県飯田市東中央通５丁目８０－２　仁科
ビル２階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-0491

180,000円～350,000円

測量・土木設計（本
社）

株式会社　小林コンサ
ルタント

長野県飯田市川路７５２７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-27-5250

205,000円～305,000円

土木施工管理技術
者

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

雇用期間の定めなし 0265-24-8720

186,200円～347,000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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時給 交替制あり 調理師
59歳以下 普通自動車免許一種

普通自動車免許ＡＴ
省令１号 TEL

（従業員数 60人 ）
正社員 20050- 6956091 就業場所

月給
不問 (1)10時00分～15時00分

(2)18時00分～22時00分
年齢不問 TEL

（従業員数 4人 ）
正社員 20050- 6943891 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（１年単位）
不問 (1) 5時30分～18時00分

(2) 9時00分～20時00分
年齢不問 TEL

（従業員数 60人 ）
正社員 20050- 6976491 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

月給 交替制あり
不問 (1)10時30分～19時00分

(2)15時00分～23時00分
年齢不問 TEL

（従業員数 4人 ）
正社員 20050- 6907691 就業場所

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ

(2)15時00分～22時00分
年齢不問 TEL

（従業員数 60人 ）
正社員 20050- 6960891 就業場所 長野県下伊那郡松川町

日給 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時45分～17時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 1人 ）

正社員 20050- 6974691 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時15分～17時20分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ TEL
（従業員数 37人 ）

正社員 20050- 6904191 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

39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 29人 ）

正社員 20050- 6879791 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令３号のイ TEL
（従業員数 3人 ）

正社員 20050- 6886491 就業場所
月給

不問 (1) 8時15分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 21人 ）

正社員 20050- 6902291 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15分

年齢不問 TEL
（従業員数 26人 ）

正社員 20050- 6916991 就業場所
月給

不問 (1) 8時15分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 21人 ）

正社員 20050- 6903591 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

69歳以下 (1) 8時25分～17時20分 普通自動車免許ＡＴ

省令１号 TEL
（従業員数 16人 ）

正社員 20050- 6932991 就業場所 長野県飯田市
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- 6883391 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- 6878491 就業場所
月給 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- 6884691 就業場所 厚生年金基金
時給 交替制あり 大型自動車免許一種

59歳以下 中型自動車免許一種

省令１号 TEL
（従業員数 60人 ）

正社員 20050- 6957391 就業場所

施設管理（送迎含） 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

850円～1,200円
雇用期間の定めなし 0265-36-2000

139,400円～196,800円
又は 8時00分～18時00分の
間の8時間程度

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

雇用期間の定めなし 0265-24-8720

166,000円～302,800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

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

生地の延反、裁断
ミシンの保全　【正社
員】

株式会社　マイナック 長野県飯田市松尾水城１６４１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-3150

160,000円～200,000円

精密板金溶接工 株式会社　ウスイ 長野県飯田市育良町１‐１３‐４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-7506

190,000円～210,000円

組立・加工 株式会社　小笠原鉄工 長野県下伊那郡阿智村春日１１４５ 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

精密機械製造員 株式会社　ウスイ 長野県飯田市育良町１‐１３‐４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-7506

170,000円～200,000円

金属加工　【正社員】 メタルスミス 長野県飯田市山本５９３－１１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-49-0399

180,000円～250,000円

機械加工 株式会社　浜島精機 長野県飯田市山本４０７５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-6289

160,000円～200,000円

機械加工者 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

180,000円～230,000円

イベント業務及び屋
内解体業務等

Ｇｃｌｏｕｄ 長野県飯田市大瀬木１３０７－５ 雇用・労災

8,000円～10,000円
雇用期間の定めなし 090-1119-7020

160,000円～200,000円

仲居業務 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

850円～1,200円
雇用期間の定めなし 0265-36-2000

139,400円～196,800円
又は 9時00分～22時00分の
間の8時間程度

調理及びホール接
客

鉄板焼Ｄｉｎｉｎｇ　銀座ハ
ンバーグ

長野県飯田市銀座３丁目１－１　トップヒル
ズ第２　１階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-0393

162,000円～196,000円

調理師 有限会社ホテル恵山 長野県下伊那郡阿智村智里４０７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-43-3188

180,000円～280,000円

調理師・調理補助・
パティシエ
・キッチンスタッフ

ＬＯＣＡＮＤＩＮＡ　ＭＩＹＡＺ
ＡＷＡ（ロカンディーナ
ミヤザワ）

長野県飯田市上郷別府１４０３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 0265-49-8195

150,000円～230,000円

調理業務（レストラ
ン）

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

850円～1,200円
雇用期間の定めなし 0265-36-2000

139,400円～196,800円
又は 8時00分～21時00分の
間の8時間程度


