
年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

月給
(1)8時30分～17時30分

59歳以下
TEL

（従業員数 83人 ）
正社員 20050- 4212901 就業場所 長野県下伊那郡泰阜村 拠出

月給 交替制あり 薬剤師
(1)8時30分～17時30分

不問 (2)9時00分～18時00分
TEL (3)9時30分～18時30分

（従業員数 8人 ）
正社員 20050- 4248401 就業場所 長野県下伊那郡松川町

月給 変形（1ヶ月単位） 臨床検査技師
(1)8時30分～17時30分

59歳以下
TEL

（従業員数 96人 ）
正社員 20050- 4215701 就業場所 長野県飯田市 厚生

月給 交替制あり 歯科衛生士
(1)11時00分～19時00分

不問
TEL

（従業員数 8人 ）
正社員 20050- 4251001 就業場所

月給 介護支援専門員（ケアマネージャー）
(1)8時30分～17時15分

64歳以下
TEL

（従業員数 11人 ）
正社員 20050- 4303101 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 11人 ）
正社員以外 20050- 4311101 就業場所

月給
(1)8時30分～18時30分

64歳以下 (2)8時30分～12時30分
TEL

（従業員数 3人 ）
正社員 20050- 4259201 就業場所 長野県下伊那郡松川町

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

59歳以下
TEL

（従業員数 28人 ）
正社員 20050- 4228301 就業場所

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

59歳以下
TEL

（従業員数 33人 ）
正社員 20050- 4241201 就業場所

月給
(1)9時00分～18時00分

59歳以下
TEL

（従業員数 11人 ）
正社員 20050- 4264101 就業場所 長野県飯田市 厚生

月給 変形（1年単位） 大型自動車免許
(1)8時30分～17時30分

59歳以下
TEL

（従業員数 26人 ）
正社員 20050- 4213101 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)9時15分～17時00分

64歳以下
TEL

（従業員数 18人 ）
正社員 20050- 4214401 就業場所 長野県飯田市 拠出

月給 １級土木施工管理技士
(1)8時00分～0時00分 ２級土木施工管理技士

64歳以下
TEL

（従業員数 15人 ）
正社員 20050- 4253601 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
(1)7時00分～16時00分 社会福祉士

18歳～59 (2)8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者
TEL (3)10時00分～19時00分

（従業員数 89人 ）
正社員 20050- 4261301 就業場所 長野県下伊那郡泰阜村 拠出

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

18歳～64 (2)7時00分～16時00分
TEL (3)11時30分～20時30分

（従業員数 76人 ）
正社員 20050- 4280101 就業場所

月給 交替制あり ホームヘルパー２級
(1)7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

18歳～59 (2)8時00分～17時00分 介護福祉士
TEL (3)13時00分～22時00分

（従業員数 110人 ）
正社員 20050- 4306801 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)7時30分～16時15分

不問 (2)8時30分～17時15分
TEL

（従業員数 987人 ）
正社員以外 20050- 4274701 就業場所

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0260-26-2162
243,000円～
346,700円

所在地・就業場所

事務職（管理職） 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

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３２６
６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

臨床検査技師　【正社
員】

医療法人　龍川会 長野県飯田市本町４－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-24-3800
200,000円～
280,000円

歯科衛生士 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 090-2627-8474
220,000円～
280,000円

介護支援専門員（ケア
マネージャー）　＊急
募＊

社会福祉法人　一陽
会

長野県飯田市北方３３６９－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-0115
170,000円～
203,000円

事務（行政）職（臨時的
任用職員）

長野県南信県税事務
所飯田事務所

長野県飯田市追手町２丁目６７８　飯
田合同庁舎内

雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-53-0405
159,769円～
254,351円

事務および歯科助手
（急募）

下平歯科医院 長野県下伊那郡松川町上片桐３２６
５－１

雇用・労災・健
康

雇用期間の定めなし 0265-37-2006
162,000円～
172,000円

営業事務補助 有限会社　新川 長野県下伊那郡高森町下市田３１１
１－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-8181
165,000円～
180,000円

営業補助
・

株式会社　アップルハ
イテック

長野県下伊那郡高森町下市田３１１
１－１（飯田精密株式会社　内）

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-8822
165,000円～
180,000円

ルート営業 株式会社　富士薬品
飯田営業所

長野県飯田市北方２３６８－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-25-4388
187,083円～
233,854円

自動車販売及び車検
整備の受注

ロータリー自動車　株
式会社

長野県飯田市上郷飯沼２１２６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-2222
158,000円～
250,000円

商工会議所共済／商
工会共済・福祉制度推
進スタッフ【急募】

アクサ生命保険株式
会社　飯田営業所

長野県飯田市常盤町４１　飯田商工
会館２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-9896
180,000円～
240,000円

又は9時15分～16時15分
の間の6時間

土木営業職 有限会社　小池興業 長野県下伊那郡高森町吉田４１２－
６

雇用・労災・健
康・厚生・財
形・その他

雇用期間の定めなし 0265-35-6712
190,400円～
600,000円

介護職 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
182,000円～
326,200円

又は13時00分～22時00
分の間の8時間

介護施設職員　【正社
員】

社会福祉法人　阿南
町社会福祉協議会

長野県下伊那郡阿南町西條７０９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0260-22-3151
161,000円～
171,500円

又は16時30分～9時30分
の間の8時間程度

〈急募〉介護職　【正社
員】

綿半野原積善会　特
別養護老人ホーム　笑
みの里

長野県飯田市上郷別府２２３０－８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-48-6640
193,000円～
212,000円

看護補助者（手術室関
連）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0265-21-1255
160,100円～
160,100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及びインターネットでもご覧いただけます。

（ハローワークインターネットサービス：アドレス ｈｔｔｐｓ：//www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html）
◎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
(1)9時00分～21時00分

不問
TEL

（従業員数 3人 ）
正社員 20050- 4300301 就業場所 長野県飯田市

月給
(1)10時30分～21時00分

不問
TEL

（従業員数 4人 ）
正社員 20050- 4206101 就業場所 長野県飯田市

月給 交替制あり

不問
TEL

（従業員数 4人 ）
正社員 20050- 4288601 就業場所 長野県飯田市

月給 ２級土木施工管理技士
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 2人 ）
正社員以外 20050- 4232801 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 5人 ）
正社員 20050- 4238901 就業場所

時給
(1)8時10分～17時00分

59歳以下
TEL

（従業員数 32人 ）
正社員 20050- 4296601 就業場所

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～16時50分

59歳以下
TEL

（従業員数 33人 ）
正社員 20050- 4257701 就業場所

月給
(1)8時00分～17時15分

59歳以下
TEL

（従業員数 16人 ）
正社員 20050- 4265401 就業場所 長野県飯田市

月給 準中型自動車免許
(1)8時00分～17時15分

59歳以下
TEL

（従業員数 3人 ）
正社員 20050- 4235001 就業場所 長野県飯田市

月給 変形（1年単位）
(1)8時10分～17時10分

59歳以下
TEL

（従業員数 21人 ）
正社員 20050- 4273401 就業場所 長野県飯田市

時給
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 93人 ）
正社員以外 20050- 4223701 就業場所

月給 中型自動車免許
(1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

不問
TEL

（従業員数 23人 ）
正社員 20050- 4266701 就業場所

月給 大型自動車免許
(1)7時45分～16時30分

64歳以下
TEL

（従業員数 8人 ）
正社員 20050- 4262601 就業場所 長野県下伊那郡阿南町 厚生

月給
(1)8時00分～17時30分

不問 (2)8時00分～17時00分
TEL

（従業員数 3人 ）
正社員 20050- 4229601 就業場所

月給
(1)8時00分～17時00分

64歳以下
TEL

（従業員数 9人 ）
正社員 20050- 4302901 就業場所 長野県飯田市

日給
(1)8時00分～17時00分

不問
TEL

（従業員数 4人 ）
正社員 20050- 4272101 就業場所 長野県下伊那郡松川町

月給 準中型自動車免許
(1)7時20分～17時00分

64歳以下
TEL

（従業員数 30人 ）
正社員 20050- 4318301 就業場所

調理及び配膳 有限会社　信濃屋 長野県飯田市桜町１丁目３５番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-23-9931
180,000円～
250,000円

接客・調理（契約社員）
【急募】

Ｐｉｚｚａ　＆　Ｃａｆｅ　ｈｉｋ
ｏｎｏｋｉ

長野県飯田市曙町１０５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-55-0022
180,000円～
180,000円

接客・ホール（魚魚魯） 株式会社　コックロー
ド

長野県飯田市松尾町３丁目１０－１
今井ビル

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 090-4677-8635
250,000円～
250,000円

又は15時30分～2時00分
の間の8時間程度

警備員・維持管理員 蔦井株式会社飯田支
店

長野県飯田市大瀬木４０９２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

052-521-9131
248,000円～
248,000円

交通誘導員 株式会社ネットワーク
警備

長野県飯田市北方２５５３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-55-0877
170,000円～
250,000円

菓子梱包・製造補助社
員

久保田製菓有限会社 長野県飯田市鼎名古熊２４３０－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

848円～1,000円
雇用期間の定めなし 0265-24-5522

147,213円～
173,600円

機械技術者（マシニン
グセンター）

株式会社　アップルハ
イテック

長野県下伊那郡高森町下市田３１１
１－１（飯田精密株式会社　内）

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-48-8822
165,000円～
250,000円

精密機械加工 株式会社　矢崎製作
所

長野県飯田市羽場権現１１７２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-22-6564
170,000円～
250,000円

鉄骨加工・現場作業 有限会社　峰鉄工 長野県飯田市中村１４５２－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-25-5334
180,000円～
260,000円

仕上加工 株式会社リニアック 長野県飯田市座光寺２２５５番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-35-5345
164,400円～
200,000円

自動車用組電線製造 阿南部品株式会社 長野県下伊那郡阿南町新野１００９
－５

雇用・労災・健
康・厚生・財形

850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

0260-24-2231
140,080円～
140,080円

３トントラック運転手＊
急募＊

有限会社　熊谷商事 長野県下伊那郡高森町下市田３２０
５－６（下市田工業団地内）

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-35-3919
220,000円～
230,000円

運転手 阿南生コン　株式会社 長野県下伊那郡阿南町新野３５２８
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0260-24-2501
152,500円～
255,000円

外壁工事の作業補助 株式会社　コシブ工業 長野県飯田市鼎下山７３０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 0265-24-8062
190,500円～
236,500円

現場施工・管理 ダイワ設備株式会社 長野県飯田市丸山町１－６９９５－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-22-2382
239,000円～
279,000円

土木作業員及び型枠
大工

株式会社　ＴＡＫＥＳ 長野県下伊那郡松川町元大島２６２
６－１

雇用・労災・健
康・厚生

7,000円～12,000円
雇用期間の定めなし 0265-36-7736

161,000円～
276,000円

造園技術者 株式会社　伍福園 長野県飯田市山本６７２２－４３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 0265-25-2135
184,000円～
270,000円


