
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 変形（1年単位） 普通自動車免許
(1)8時00分～17時10分

不問
TEL

（従業員数 50人 ）
正社員 20050- 2118901 就業場所 長野県飯田市

月給 看護師
(1)8時15分～18時10分

不問 (2)8時15分～12時15分
TEL

（従業員数 6人 ）
正社員 20050- 2180201 就業場所 長野県下伊那郡松川町

月給 交替制あり 看護師
(1)8時15分～18時15分 准看護師

不問
TEL

（従業員数 7人 ）
正社員 20050- 2188701 就業場所 長野県飯田市

月給 臨床検査技師
(1)8時15分～18時10分

不問 (2)8時15分～12時15分
TEL

（従業員数 6人 ）
正社員 20050- 2181501 就業場所 長野県下伊那郡松川町

月給 交替制あり 歯科衛生士

不問
TEL

（従業員数 13人 ）
正社員 20050- 2195701 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 43人 ）
正社員 20050- 2157501 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)8時30分～17時15分

不問
TEL

（従業員数 6人 ）
正社員以外 20050- 2193101 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1年単位）
(1)7時50分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 26人 ）
正社員 20050- 2184601 就業場所 長野県飯田市

時給

不問
TEL

（従業員数 8人 ）
正社員以外 20050- 2150601 就業場所 長野県下伊那郡豊丘村

月給
(1)8時15分～17時30分

35歳以下
TEL

（従業員数 34人 ）
正社員 20050- 2136401 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1年単位） 宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者）
(1)7時50分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 26人 ）
正社員 20050- 2182001 就業場所 長野県飯田市

月給 交替制あり

不問
TEL

（従業員数 9人 ）
正社員 20050- 2171801 就業場所 長野県下伊那郡大鹿村

月給
(1)8時30分～17時30分

45歳以下
TEL

（従業員数 9人 ）
正社員 20050- 2140001 就業場所 厚生

その他 変形（1ヶ月単位）
(1)8時25分～17時10分

35歳以下
TEL

（従業員数 122人 ）
正社員 20050- 2145401 就業場所 長野県飯田市 拠出

月給 変形（1ヶ月単位） 中型自動車免許
(1)8時30分～17時30分 準中型自動車免許

不問
TEL

（従業員数 38人 ）
正社員 20050- 2146701 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

18歳～59歳 (2)17時00分～9時00分
TEL

（従業員数 59人 ）
正社員 20050- 2165501 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
(1)6時30分～16時00分

不問 (2)8時00分～17時30分
TEL (3)11時30分～21時00分

（従業員数 30人 ）
正社員 20050- 2174001 就業場所

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-26-1077

180,000円～250,000円

所在地・就業場所

機械加工【ＣＡＤ／Ｃ
ＡＭ経験者】（急募）

有限会社　野中製作所 長野県飯田市桐林２６６０－１

看護師 医療法人　中塚内科循
環器科医院

長野県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

250,000円～255,000円

看護師 宝クリニック 長野県飯田市鼎名古熊２５１１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-4114

230,000円～310,000円
又は9時00分～19時00分の
間の8時間程度

臨床検査技師 医療法人　中塚内科循
環器科医院

長野県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

220,000円～240,000円

歯科衛生士 アップルロード・デンタル
クリニック

長野県飯田市鼎名古熊２０９１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-21-6480

278,400円～348,080円
又は8時30分～20時00分の
間の8時間程度

総務事務員 小木曽建設株式会社 長野県飯田市座光寺６６６３番地５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-8022

160,000円～174,000円

窓口業務 飯伊交通安全協会 長野県飯田市小伝馬町１丁目３５４１－２飯
田警察署内

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-22-0331

147,000円～160,000円

住宅リフォーム設
計・現場管理

株式会社丸三建設 長野県飯田市座光寺３９０５－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-9096

182,000円～230,000円

農産物出荷業務 みなみ信州農業協同組
合

長野県飯田市鼎東鼎２８１ 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）

0265-35-6627

138,600円～138,600円
又は7時00分～21時00分の
間の8時間程度

得意先営業 株式会社　神明堂 長野県飯田市鼎名古熊２３２５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-1771

180,000円～250,000円

不動産取引業務 株式会社丸三建設 長野県飯田市座光寺３９０５－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-9096

262,000円～330,000円

店舗運営スタッフ
（店長候補）

有限会社　秋葉路 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原３９０
道の駅「歌舞伎の里　大鹿」

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-39-2844

200,000円～300,000円
又は8時00分～20時00分の
間の8時間程度

小規模工事の現場
管理

矢木コーポレーション株
式会社　飯田支店

長野県飯田市北方１２６７－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-25-3730

175,000円～205,000円

営業職 小林製袋産業　株式会
社

長野県飯田市北方１０１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～230,000円
雇用期間の定めなし 0265-56-2968

160,000円～230,000円

総合職（配送・営業） 名糖乳業　株式会社 長野県飯田市上川路３１０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-26-7110

200,000円～230,000円

介護・看護補助者 社会福祉法人　悠水会
（医療法人　輝山会グル
－プ）

長野県飯田市毛賀１６８１－１０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-26-6888

187,300円～248,400円

介護職員（光の園）
正社員

養護盲老人ホーム光の
園

長野県下伊那郡下條村睦沢７１０３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0260-27-2246

180,600円～240,500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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時給 交替制あり
(1)8時30分～17時30分

不問 (2)11時00分～20時00分
TEL

（従業員数 13人 ）
正社員以外 20050- 2198501 就業場所 長野県飯田市

月給 普通自動車免許
(1)9時00分～18時00分 美容師

不問
TEL

（従業員数 6人 ）
正社員 20050- 2124301 就業場所 長野県飯田市

月給 美容師
(1)9時00分～18時00分 普通自動車免許

不問
TEL

（従業員数 2人 ）
正社員 20050- 2126901 就業場所

月給
(1)8時00分～18時00分

不問
TEL

（従業員数 4人 ）
正社員 20050- 2179401 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分

不問
TEL

（従業員数 16人 ）
正社員以外 20050- 2133601 就業場所

月給 交替制あり
(1)10時00分～19時00分

不問 (2)13時00分～22時00分
TEL

（従業員数 5人 ）
正社員 20050- 2191601 就業場所 長野県飯田市

その他 変形（1ヶ月単位）
(1)8時25分～17時10分

40歳以下 (2)5時15分～14時00分
TEL (3)13時00分～21時45分

（従業員数 122人 ）
正社員 20050- 2144101 就業場所 長野県下伊那郡喬木村 拠出

月給 変形（1年単位） 普通自動車免許
(1)18時10分～3時20分

18歳以上
TEL

（従業員数 50人 ）
正社員 20050- 2119101 就業場所 長野県飯田市

月給 普通自動車免許
(1)8時00分～17時00分

39歳以下
TEL

（従業員数 29人 ）
正社員 20050- 2123001 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)8時00分～17時10分

不問
TEL

（従業員数 26人 ）
正社員 20050- 2130501 就業場所 長野県下伊那郡阿智村

月給 交替制あり ２級プラスチック成形技能士
(1)8時00分～17時00分

18歳以上
TEL

（従業員数 20人 ）
正社員 20050- 2178101 就業場所 長野県下伊那郡高森町

月給

不問
TEL

（従業員数 13人 ）
正社員 20050- 2167301 就業場所

日給
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 25人 ）
正社員 20050- 2196801 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)6時50分～17時00分

40歳以下
TEL

（従業員数 15人 ）
正社員 20050- 2131001 就業場所

日給
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 3人 ）
正社員 20050- 2156201 就業場所 長野県下伊那郡松川町

月給 変形（1年単位）
(1)7時50分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 26人 ）
正社員 20050- 2185901 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

59歳以下 (2)9時00分～18時00分
TEL

（従業員数 330人 ）
正社員 20050- 2164201 就業場所 給付

歯科助手 アップルロード・デンタル
クリニック

長野県飯田市鼎名古熊２０９１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,300円～1,600円
雇用期間の定めなし 0265-21-6480

214,240円～263,680円

美容師助手および
美容師技術者

有限会社　ビューティー
ショップポニー

長野県飯田市鼎上茶屋３４６７－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-23-6795

161,160円～200,000円

美容師【正社員】 美容室　あみん 長野県飯田市毛賀６１５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-5261

190,000円～230,000円

高齢者向け宅配弁
当　　　　　　【正社
員】

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

175,000円～300,000円

観光まちづくりコー
ディネーター

一般社団法人　南信州
まつかわ観光まちづくり
センター

長野県下伊那郡松川町大島２０６５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

0265-48-5743

200,000円～250,000円

整体・足裏・オイル
マッサージ

軽楽整体院 長野県飯田市鼎名古熊２６７１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 080-5140-4815

147,000円～270,000円

印刷技術職 小林製袋産業　株式会
社

長野県飯田市北方１０１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～230,000円
雇用期間の定めなし 0265-56-2968

160,000円～230,000円

【急募】機械加工オ
ペレーター（夜勤）

有限会社　野中製作所 長野県飯田市桐林２６６０－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-26-1077

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

機械工（マシニング
センター）

株式会社　阿智精機 長野県下伊那郡阿智村駒場６０８－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-43-2208

160,000円～260,000円

成型オペレーター及
び管理業務

株式会社　日本テクノス 長野県飯田市大久保町２６３５番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-59-8812

205,000円～260,000円

足場組立職人 株式会社　中央サービ
ス

長野県下伊那郡松川町元大島２７７４－２０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-49-3270

280,000円～450,000円
又は8時00分～17時00分の
間の8時間程度

左官工 株式会社　竹村左官店 長野県飯田市山本６７４２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

10,000円～15,000円
雇用期間の定めなし 0265-25-2161

225,000円～337,500円

建設関係 有限会社　長野索道 長野県下伊那郡喬木村９２８－７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-33-4615

210,000円～250,000円

現場作業員 熊谷総建 長野県下伊那郡松川町元大島２８７８－１ 雇用・労災

8,000円～16,000円
雇用期間の定めなし 090-7250-2557

176,000円～352,000円

建築現場補佐 株式会社丸三建設 長野県飯田市座光寺３９０５－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-9096

182,000円～230,000円

清掃業務（正社員） 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

165,500円～181,300円


