
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) 9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 13人 ）

正社員 20050- 8663591 就業場所
月給 保健師

不問 (1) 7時30分～16時15分
(2) 7時50分～16時35分

年齢不問 TEL (3) 8時10分～16時55分
（従業員数 146人 ）

正社員 20050- 8675691 就業場所 長野県下伊那郡松川町 厚生年金基金
月給 看護師

不問 (1) 8時20分～18時10分 准看護師
(2) 8時20分～12時15分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問 TEL
（従業員数 7人 ）

正社員 20050- 8657191 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 38人 ）

正社員以外 20050- 8640091 就業場所
月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

不問 (1) 7時15分～16時15分 介護福祉士
(2) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者

年齢不問 TEL (3)10時30分～19時30分
（従業員数 38人 ）

正社員 20050- 8641391 就業場所 長野県下伊那郡高森町
月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

不問 (1) 8時30分～17時20分

年齢不問 TEL
（従業員数 42人 ）

正社員 20050- 8655291 就業場所 長野県下伊那郡根羽村
月給 医療事務資格

不問 (1) 8時15分～18時10分
(2) 8時15分～12時15分

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

正社員 20050- 8660791 就業場所 長野県下伊那郡松川町
日給

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- 8690391 就業場所 長野県飯田市
時給

不問 (1)12時30分～22時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 20人 ）

正社員以外 20050- 8665091 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 17人 ）

正社員 20050- 8650691 就業場所 長野県飯田市 厚生年金基金
月給

不問 (1) 8時30分～18時30分

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 8676991 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許

18歳～30歳 (1)14時00分～23時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

省令３号のイ TEL
（従業員数 9人 ）

正社員 20050- 8642691 就業場所
月給 普通自動車免許

不問 (1) 5時15分～14時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2)13時00分～21時45分

年齢不問 TEL (3) 8時25分～17時10分
（従業員数 55人 ）

正社員 20050- 8683691 就業場所 長野県下伊那郡喬木村 確定拠出年金
月給 普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時20分

年齢不問 TEL
（従業員数 15人 ）

正社員 20050- 8652491 就業場所 長野県飯田市
時給 普通自動車免許

18歳以上 (1) 8時20分～17時20分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2)17時00分～ 2時00分

省令２号 TEL
（従業員数 300人 ）

正社員以外 20050- 8680191 就業場所 長野県飯田市
時給 交替制あり 普通自動車免許

18歳以上 (1) 4時20分～13時20分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2)13時00分～22時00分

省令２号 TEL (3)21時00分～ 6時00分
（従業員数 300人 ）

正社員以外 20050- 8681091 就業場所 長野県飯田市
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）

年齢不問 TEL
（従業員数 30人 ）

正社員以外 20050- 8644491 就業場所 長野県飯田市

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-56-3711

150,000円～280,000円

所在地・就業場所

再エネ事業の開発・
運営

おひさま進歩エネル
ギー株式会社

長野県飯田市馬場町３丁目４１１番地

保健師【正社員】 下伊那赤十字病院 長野県下伊那郡松川町元大島３１５９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-36-2255

213,500円～231,100円

看護師・准看護師 小坂クリニック 長野県飯田市座光寺３４９６－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-3933

230,000円～260,000円

生活支援員（作業支
援）

社会福祉法人　下伊那
社会福祉会　障害者支
援施設　高森荘

下伊那郡高森町山吹４４７３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-35-6811

176,280円～176,280円

生活支援員（生活支
援）

社会福祉法人　下伊那
社会福祉会　障害者支
援施設　高森荘

下伊那郡高森町山吹４４７３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-35-6811

174,300円～231,280円

特養施設ケアマネー
ジャー

社会福祉法人　愛知慈
恵会　ねばねの里　なご
み

長野県下伊那郡根羽村３０１５番地３６２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-49-2022

211,000円～310,000円

【急募】医療事務
（正社員）

医療法人　中塚内科循
環器科医院

下伊那郡松川町元大島３７７５－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-34-1188

170,000円～200,000円

医療事務（入院係：
診療報酬請求事務）

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

7,280円～7,280円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-21-1255

149,240円～149,240円

【急募】ＧＵ（ジー
ユー）販売スタッフ／
アピタ飯田店

株式会社　ジーユー　ア
ピタ飯田店

長野県飯田市鼎名古熊２４６１
アピタ飯田店２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

950円～1,150円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-49-5015

163,400円～197,800円

損害保険・生命保険
業務

伊坪ビジネス　株式会
社

長野県飯田市松尾代田７４６番地１　アザー
ルビル１階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-52-6552

180,000円～250,000円

歯科助手、歯科受付 城歯科クリニック 長野県飯田市座光寺１８１０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-52-0055

170,000円～210,000円

ホール・キッチンス
タッフ（チーフ候補）

だいこく家　飯田店（株
式会社　ジェイド）

長野県飯田市鼎上山３６５１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-53-8929

140,000円～200,000円

製造技術職 株式会社　コバックス 長野県下伊那郡喬木村１６８４５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-56-2968

160,000円～220,000円

成型加工業務　【正
社員】

矢澤産業株式会社 長野県飯田市下殿岡８９２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-7810

170,000円～220,000円

食品製造 旭松食品株式会社 長野県飯田市駄科１００８ 雇用・労災・健
康・厚生

1,045円～1,070円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-26-6472

191,271円～195,391円

食品製造【松尾工
場】

旭松食品株式会社 長野県飯田市駄科１００８ 雇用・労災・健
康・厚生

1,045円～1,070円
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

0265-22-3333

191,271円～195,391円

商品製造作業 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

   ハローワーク飯田 （飯田公共職業安定所） 
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月給 普通自動車免許（ＡＴ限定）
不問 (1) 8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者

年齢不問 TEL
（従業員数 8人 ）

正社員 20050- 8688291 就業場所 長野県下伊那郡松川町
月給

44歳以下 (1) 8時20分～17時20分

省令３号のイ TEL
（従業員数 25人 ）

正社員 20050- 8678791 就業場所 長野県飯田市
月給

44歳以下 (1) 8時15分～17時15分

省令３号のイ TEL
（従業員数 25人 ）

正社員 20050- 8677491 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

不問

年齢不問 TEL
（従業員数 6人 ）

正社員 20050- 8648591 就業場所 長野県下伊那郡喬木村
日給

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL
（従業員数 4人 ）

正社員 20050- 8656591 就業場所 長野県飯田市
月給 普通自動車免許

30歳以下 (1) 8時30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 11人 ）

正社員 20050- 8633391 就業場所 長野県飯田市
月給 大型自動車免許

36歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令３号のイ TEL
（従業員数 5人 ）

正社員 20050- 8685491 就業場所 長野県飯田市

ペットフード製造・管
理

株式会社　こもれび 長野県下伊那郡松川町上片桐４０２７－３３
－２

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-5927

145,520円～180,000円

家電、車載部品組立 株式会社　佐久間製作
所

長野県飯田市鼎名古熊１９７８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-52-0418

140,220円～147,600円

（請）時計組立 株式会社　佐久間製作
所

長野県飯田市鼎名古熊１９７８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-52-0418

136,800円～161,280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

法面工 前沢工業 長野県飯田市鼎下茶屋２２１０ 雇用・労災・健
康・厚生

8,000円～14,000円
雇用期間の定めなし 0265-23-5222

160,000円～280,000円

現場作業員 有限会社　ヒラサワ 長野県飯田市下久堅下虎岩１７７２－１番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-29-8652

160,000円～160,000円

有機肥料等の配送 有限会社　シモエダ 長野県飯田市三日市場１２９０－８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-3756

230,000円～250,000円


