
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
不問 (1) 8時15分～17時10分

年齢不問 TEL
（従業員数 25人 ）

正社員 20050- 7719891 就業場所 長野県下伊那郡阿智村
月給 ２級建築施工管理技士

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 14人 ）

正社員 20050- 7701891 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 測量士
技術士（建設部門）

省令１号 TEL
（従業員数 16人 ）

正社員 20050- 7698591 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金
月給 看護師

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分 准看護師
(2)17時30分～ 8時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

省令１号 TEL
（従業員数 20人 ）

正社員 20050- 7683391 就業場所 長野県飯田市
月給 歯科衛生士

不問 (1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～12時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

正社員 20050- 7727891 就業場所 長野県飯田市
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
普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 42人 ）

正社員 20050- 7713091 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

正社員 20050- 7684691 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 128人 ）

正社員 20050- 7651491 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

18歳以上 (1)17時00分～ 2時00分 普通自動車免許
(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 13人 ）

正社員 20050- 7645891 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

45歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許

省令３号のイ TEL
（従業員数 30人 ）

正社員 20050- 7711591 就業場所 長野県下伊那郡松川町 確定拠出年金
月給 普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時00分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

省令１号 TEL
（従業員数 7人 ）

正社員 20050- 7699191 就業場所 長野県下伊那郡松川町
月給 普通自動車免許

40歳以下 (1) 9時00分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

省令３号のイ TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 7712191 就業場所 長野県下伊那郡松川町
月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

45歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許

省令３号のイ TEL
（従業員数 30人 ）

正社員 20050- 7710291 就業場所 長野県下伊那郡松川町 確定拠出年金
日給 交替制あり 介護福祉士

18歳以上 (1) 8時30分～17時15分 ホームヘルパー２級
(2) 6時15分～15時00分 介護職員初任者研修修了者

省令２号 TEL (3)10時45分～19時30分
（従業員数 26人 ）

正社員以外 20050- 7643491 就業場所 長野県下伊那郡阿南町
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- 7668691 就業場所 長野県飯田市
月給 調理師

不問 (1) 7時30分～16時00分 栄養士
(2) 8時30分～17時00分

年齢不問 TEL (3) 9時30分～18時00分
（従業員数 387人 ）

正社員 20050- 7714391 就業場所 確定給付年金
月給 普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 7692691 就業場所 長野県下伊那郡松川町

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-7808

200,000円～300,000円

所在地・就業場所

設備設計開発・生産
技術業務

株式会社ピ－エーイー 長野県飯田市毛賀２４０－２

現場代理人・積算業
務＊急募＊

原建設株式会社 長野県飯田市錦町１－２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-8888

220,000円～380,000円

測量、建設・補償コ
ンサルタント

長姫調査設計株式会社 長野県飯田市今宮町４丁目２０番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-23-3666

210,000円～305,000円

看護師 特定非営利活動法人
くれよん

長野県飯田市宮ノ上３９２３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-56-9056

159,300円～173,500円

歯科衛生士（フルタ
イム）

医療法人　松村歯科医
院

長野県飯田市上郷黒田３３５－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-23-0458

180,000円～200,000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

作業員兼指導員（正
社員）

特定非営利活動法人
くれよん

長野県飯田市宮ノ上３９２３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-56-9056

160,200円～166,500円

土木建築コンサルタ
ントの技術アシスタ
ント

技建開発　株式会社 長野県飯田市北方１３１３－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-9585

173,000円～208,000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

180,000円～200,000円

部品販売員 株式会社　テラダパー
ツ・イイダ

長野県下伊那郡松川町生田８２３－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-34-1522

170,000円～205,000円

ルートセールス 株式会社　しん美 長野県下伊那郡松川町元大島１６９３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-36-6000

219,000円～243,000円

営業 株式会社　常盤メディカ
ルサービス　飯田営業
所

長野県下伊那郡松川町元大島３３０１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-36-2991

203,200円～238,200円

営業 株式会社　テラダパー
ツ・イイダ

長野県下伊那郡松川町生田８２３－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-34-1522

170,000円～205,000円

介護福祉員 地方独立行政法人長野
県立病院機構　　長野
県立阿南病院

長野県下伊那郡阿南町北条２００９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

8,140円～8,140円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0260-22-2121

166,056円～166,056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

調理師・栄養士 社会医療法人　健和会 長野県飯田市鼎中平１９３６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-3116

170,900円～273,900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

   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 変形（１年単位） 普通自動車免許
18歳以上 (1) 8時15分～17時10分

(2)17時00分～ 2時05分
省令２号 TEL (3)23時30分～ 8時20分

（従業員数 30人 ）
正社員 20050- 7718791 就業場所

月給 普通自動車免許
不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

正社員 20050- 7720191 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

正社員 20050- 7721091 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

正社員 20050- 7724991 就業場所
月給 変形（１年単位） 普通自動車免許

45歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ TEL
（従業員数 21人 ）

正社員 20050- 7709491 就業場所 長野県下伊那郡松川町 確定拠出年金
時給 普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 3人 ）

正社員 20050- 7705091 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 18人 ）

正社員 20050- 7715691 就業場所 長野県下伊那郡下條村
月給 変形（１年単位）

18歳以上 (1) 6時15分～15時10分
(2)12時40分～21時35分

省令２号 TEL (3)21時30分～ 6時25分
（従業員数 18人 ）

正社員 20050- 7717491 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村
月給 普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～18時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2) 8時30分～18時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 30人 ）

正社員以外 20050- 7655591 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許

不問 (1) 8時20分～17時25分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 27人 ）

正社員 20050- 7677991 就業場所 長野県飯田市
時給

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL
（従業員数 14人 ）

正社員 20050- 7685991 就業場所 長野県飯田市
月給 交替制あり 普通自動車第二種免許

18歳以上 (1) 8時30分～16時30分 普通自動車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

省令２号 TEL
（従業員数 12人 ）

正社員 20050- 7700791 就業場所 長野県下伊那郡松川町
月給 大型自動車免許

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 フォークリフト運転技能者

省令１号 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 7694491 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村
月給 中型自動車免許

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- 7695791 就業場所 長野県飯田市
日給 大型自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

年齢不問 TEL
（従業員数 10人 ）

正社員 20050- 7696891 就業場所 長野県下伊那郡喬木村
月給 大型自動車免許

45歳以下 (1) 8時30分～17時30分 移動式クレーン運転士

省令３号のイ TEL
（従業員数 30人 ）

正社員 20050- 7708991 就業場所 長野県下伊那郡松川町 確定拠出年金
月給 普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 7706391 就業場所 長野県飯田市

ＮＣ旋盤経験者 株式会社ピ－エーイー 長野県飯田市毛賀２４０－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-7808

180,000円～280,000円

機械部品加工 有限会社　浜島製作所 長野県飯田市山本２９５４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-2460

160,000円～200,000円

機械部品加工【加工
経験者】

有限会社　浜島製作所 長野県飯田市山本２９５４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-2460

180,000円～250,000円

自動車修理工【経験
者】

水晶自動車鈑金 長野県飯田市久米６３６－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-8800

150,000円～300,000円

作業員 株式会社　テラダパー
ツ・イイダ

長野県下伊那郡松川町生田８２３－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-34-1522

170,000円～205,000円

＊急募＊墓石の設
置、改修、基礎工事

株式会社　中島保石材 長野県飯田市毛賀５４９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,570円～1,600円
雇用期間の定めなし 0265-22-2784

249,434円～254,200円

そばの手作り体験講
師　　　　そば製造要
員

株式会社　そばの城 長野県下伊那郡下條村睦沢４３３１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0260-27-1151

200,000円～230,000円

射出成形機オペ
レーター段取者【経
験者】

株式会社ピ－エーイー 長野県飯田市毛賀２４０－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-7808

180,000円～280,000円
又は 8時15分～17時10分の
間の8時間

印刷オペレーター 温泉の素．ｃｏｍ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

検査業務 有限会社　シナノ精密 長野県飯田市桐林１７６４－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-26-9142

170,000円～300,000円

部品検査・出荷・発
注業務

有限会社　ピーエーピー
アライ

長野県飯田市龍江３４６７－２ 雇用・労災・健
康・厚生

848円～950円
雇用期間の定めなし 0265-27-3339

135,680円～152,000円

タクシードライバー・
観光タクシードライ
バー

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

雇用期間の定めなし 0265-36-3333

160,000円～240,000円

大型トラック乗務員 信州西部陸送　株式会
社　飯田営業所

長野県下伊那郡豊丘村大字神稲９１０８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-34-3580

270,000円～370,000円

３トン車または４トン
車運転手【急募】

松下物流　有限会社 長野県下伊那郡阿南町南条６３１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 090-2300-1789

200,000円～250,000円

大型運転手 松下物流　有限会社 長野県下伊那郡阿南町南条６３１ 雇用・労災・健
康・厚生

15,000円～15,000円
雇用期間の定めなし 0260-22-3088

324,000円～324,000円

トラック運転手 株式会社　テラダパー
ツ・イイダ

長野県下伊那郡松川町生田８２３－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-34-1522

170,000円～205,000円

建設設備工事 株式会社マッシュテック 長野県飯田市今宮町４丁目３９番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-5954

180,000円～350,000円


