
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ＡＴ
64歳以下 (1) 8時30分～18時00分 普通自動車免許一種

193,280円～412,400円
省令１号

TEL 0263-54-3510 （従業員数 4人 ）
正社員 20020-10598991 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
64歳以下 (1) 8時30分～18時00分 建築士（１級）

300,000円～385,000円 建築士（２級）
省令１号

TEL 0263-54-3510 （従業員数 4人 ）
正社員 20020-10412491 就業場所 長野県塩尻市

日給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

217,000円～325,500円
年齢不問

TEL 0263-75-2192 （従業員数 2人 ）
正社員 20020-10628691 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 電気工事士（第２種）
44歳以下 (1) 8時00分～18時00分 普通自動車免許一種

190,000円～300,000円
省令３号のイ

TEL 0263-52-9227 （従業員数 6人 ）
正社員 20020-10405791 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

160,000円～300,000円
省令１号

TEL 0263-53-3393 （従業員数 35人 ）
正社員 20020-10445491 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時20分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

165,000円～300,000円
省令１号

TEL 0263-54-0088 （従業員数 20人 ）
正社員 20020-10447891 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時20分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

165,000円～300,000円
省令１号

TEL 0263-54-0088 （従業員数 20人 ）
正社員 20020-10448291 就業場所 長野県塩尻市

月給 特定曜日のみ(2)(3) 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時15分 ガス溶接技能者

200,000円～300,000円 (2) 8時30分～16時40分 玉掛技能者
年齢不問

TEL 0263-52-5651 （従業員数 6人 ）
正社員 20020-10521691 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)10時00分～18時00分 普通自動車免許一種

140,000円～300,000円
年齢不問

TEL 0263-75-2192 （従業員数 2人 ）
正社員 20020-10629991 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

209,570円～295,550円 (2) 9時30分～18時30分
年齢不問

TEL 0263-31-5013 （従業員数 29人 ）
正社員以外 20020-10557991 就業場所 長野県塩尻市

日給
64歳以下 (1) 9時00分～17時00分

232,000円～278,400円
省令１号

TEL 0263-55-4996 （従業員数 13人 ）
正社員 20020-10526291 就業場所 長野県塩尻市

月給 フレックス 簿記検定（日商２級）
不問 (1) 8時45分～17時30分

195,000円～275,000円
年齢不問

TEL 0263-51-5110 （従業員数 189人 ）
正社員 20020-10682191 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

所在地・就業場所

営業（住宅・住宅リ
フォーム）

株式会社アリス　塩尻支
店

長野県塩尻市大字広丘野村１０６９－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

新築・増改築の企画・設
計施工

株式会社アリス　塩尻支
店

長野県塩尻市大字広丘野村１０６９－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

現場作業員 三村興業 長野県塩尻市大字広丘吉田６８７－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

電気工事≪急募≫ 株式会社　小澤電気 長野県塩尻市塩尻町１５５８－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

機械設計
（車体ボデー架装、除雪
装置）

株式会社　アイバワ－ク
ス

長野県塩尻市片丘９６３７－２　塩尻インター
林間工業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

技術係（プレス加工メイ
ン）

株式会社　ダイヤ精工
松本工場

長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

技術営業（プレス／機械
加工品などの受注）

株式会社　ダイヤ精工
松本工場

長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

溶接工／設備工／機械整
備工

有限会社　平波組 長野県塩尻市大字宗賀１番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

ＣＡＤオペレーター・デ
ザイナー及び営業

三村興業 長野県塩尻市大字広丘吉田６８７－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

看護師（介護付有料老人
ホーム）

株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

営業 Ｋｒａｆｔ　株式会社 長野県松本市大字和田３７２７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

経理・財務（塩尻市） シスメックスＲＡ　株式
会社

長野県塩尻市大字広丘野村１８５０－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

℡ ０２６４－２２－２２３３

ハローワーク木曽福島 

  （木曽福島公共職業安定所） 

◎ 詳しい内容や就業場所を知りたい方、面接を希望される方は、ハローワーク紹介窓口へお問い合わせ 

  ください。なお、面接には、ハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に 

  加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中ですでに決定済みとなっている場合が 

  あります。その際にはご了承ください。 

◎ 賃金の時給、日給については、月額換算で表示している場合がありますので、不明な点はお問い合わせ 

  ください。 

【塩尻地域版】 

令和１年６月２０日発行  （６月１２日～６月１９日に受理したすべての求人を掲載しています。） 
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年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時10分～16時40分 その他の建設工事関連

210,000円～260,000円
年齢不問

TEL 0263-54-6010 （従業員数 15人 ）
正社員以外 20020-10446791 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
61歳以下 (1) 8時10分～16時55分 普通自動車免許ＡＴ

193,000円～256,000円
省令１号

TEL 0263-52-2441 （従業員数 29人 ）
正社員 20020-10398691 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

200,000円～250,000円
省令１号

TEL 0263-56-2211 （従業員数 76人 ）
正社員 20020-10606291 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 6時00分～16時00分

220,000円～240,000円 (2) 6時30分～11時45分
省令１号

TEL 0263-52-0624 （従業員数 17人 ）
正社員 20020-10420791 就業場所 長野県塩尻市

日給 普通自動車免許一種
18歳～64歳 (1) 8時00分～17時00分

144,840円～234,300円 (2)21時00分～ 6時00分
省令２号

TEL 0263-87-3011 （従業員数 38人 ）
正社員 20020-10410691 就業場所 長野県塩尻市他

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
18歳以上 (1) 6時30分～16時00分 ホームヘルパー２級

162,280円～225,690円 (2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種
省令２号 (3)17時00分～ 9時30分

TEL 0263-31-5013 （従業員数 29人 ）
正社員以外 20020-10559791 就業場所 長野県塩尻市

月給 管理栄養士
不問 (1) 8時30分～17時15分

210,200円～214,500円
年齢不問

TEL 0263-52-0280 （従業員数 450人 ）
正社員以外 20020-10674191 就業場所 長野県塩尻市

月給 看護師
不問 (1) 8時30分～17時15分

207,300円～213,400円
年齢不問

TEL 0263-52-0280 （従業員数 450人 ）
正社員以外 20020-10676391 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 自動二輪車免許
59歳以下 (1) 9時30分～19時00分 普通自動車免許一種

180,000円～210,000円 (2)10時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
省令１号

TEL 0263-52-1075 （従業員数 8人 ）
正社員 20020-10554091 就業場所 長野県塩尻市

日給 交替制あり 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 自動二輪車免許

167,200円～209,440円 (2) 9時00分～18時00分
省令２号 (3)20時00分～ 4時00分

TEL 0263-50-5242 （従業員数 32人 ）
正社員以外 20020-10428991 就業場所 長野県塩尻市他

月給 介護職員初任者研修
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

160,000円～205,000円
省令１号

TEL 0263-51-1700 （従業員数 54人 ）
正社員 20020-10646491 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

月給 歯科衛生士
不問 (1) 8時25分～18時25分

190,000円～200,000円
年齢不問

TEL 0263-88-5678 （従業員数 1人 ）
正社員以外 20020-10512391 就業場所 長野県塩尻市

月給 管理栄養士
不問 (1) 8時30分～17時15分

183,300円～190,200円
年齢不問

TEL 0263-52-0280 （従業員数 450人 ）
正社員以外 20020-10669391 就業場所 長野県塩尻市

月給 保健師
不問 (1) 8時30分～17時15分

183,300円～190,200円
年齢不問

TEL 0263-52-0280 （従業員数 36人 ）
正社員以外 20020-10675091 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～59歳 (1)14時15分～23時00分

180,923円～188,790円 (2)15時15分～ 0時00分
省令１号

TEL 0263-88-7865 （従業員数 16人 ）
正社員 20020-10514991 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

180,923円～188,790円
省令１号

TEL 0263-88-7865 （従業員数 16人 ）
正社員 20020-10626091 就業場所 長野県塩尻市

現場作業員 有限会社　住岡産業 長野県塩尻市大字上西条１２１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ＮＣ工作機械オペレー
ター

株式会社　光進 長野県塩尻市大字広丘高出２０１０番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

総務事務およびフロント
補助

信州塩嶺高原カントリー
株式会社

長野県塩尻市大字北小野４９５６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

ルート営業及び配送・
ピッキング≪急募≫

株式会社　ヨネクボ 長野県塩尻市大字大門５－４－５５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

交通誘導警備員〈急募〉 株式会社　シンプル 長野県松本市本庄１丁目１１－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

介護職員
（介護付有料老人ホー
ム）

株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

管理栄養士
【育児休業等代替職員】

塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

看護師（保育園勤務） 塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

メカニック（ＢＭＷ店
舗）

株式会社　広丘自動車研
究所

長野県塩尻市大字広丘野村１７５７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

警備員 株式会社　ユニオン警備
保障　松本支社

長野県松本市大字岡田松岡１６８番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

介護職員（デイケア） 医療法人　雄久会　「老
人保健施設こもれび」

長野県塩尻市大門六番町４番３６号 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 堅石よねだ歯科医院 長野県塩尻市広丘堅石３１１３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

管理栄養士 塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

保健師（嘱託員） 塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

入力スイッチ接点素子の
成形業務≪急募≫

有限会社　エスポ 長野県塩尻市大字広丘野村１８１０番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

入力スイッチ接点素子の
成形業務≪急募≫

有限会社　エスポ 長野県塩尻市大字広丘野村１８１０番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし
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年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

月給 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

150,000円～180,000円
年齢不問

TEL 0263-54-3510 （従業員数 4人 ）
正社員 20020-10411991 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 8時30分～17時40分

175,560円～175,560円
年齢不問

TEL 0263-87-8673 （従業員数 10人 ）
有期雇用派遣 20020-10507491 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり 自動車整備士（３級）
不問 (1) 8時00分～17時00分

168,656円～174,656円
年齢不問

TEL 0263-54-4786 （従業員数 9人 ）
正社員以外 20020-10465591 就業場所 長野県塩尻市 厚生年金基金

月給 医療事務士
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

144,320円～144,320円 (2) 8時30分～12時30分
省令１号

TEL 0263-36-2671 （従業員数 5人 ）
正社員 20020-10403991 就業場所 長野県塩尻市

時給 看護師
不問 (1) 8時30分～12時15分 准看護師

1,210円～2,500円 (2)13時15分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問

TEL 0263-71-2300 （従業員数 11人 ）
パート労働者 20020-10549991 就業場所 長野県塩尻市

時給 看護師
不問 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種

1,310円～1,840円 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問

TEL 0263-71-2300 （従業員数 14人 ）
パート労働者 20020-10550891 就業場所 長野県塩尻市

時給 看護師
不問 (1) 8時00分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ

1,310円～1,500円 (2) 9時00分～16時30分 普通自動車免許一種
年齢不問 (3)13時30分～18時30分

TEL 0263-31-5013 （従業員数 29人 ）
パート労働者 20020-10558491 就業場所 長野県塩尻市

時給 介護福祉士
不問 ホームヘルパー２級

900円～1,380円
年齢不問

TEL 0263-31-5013 （従業員数 29人 ）
パート労働者 20020-10560591 就業場所 長野県塩尻市

時給 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

850円～1,375円 (2)21時00分～ 6時00分
省令２号

TEL 0263-87-3011 （従業員数 38人 ）
パート労働者 20020-10409191 就業場所 長野県塩尻市他

時給
不問 (1)10時00分～15時00分

1,000円～1,300円 (2)10時00分～16時00分
年齢不問

TEL 0263-54-1390 （従業員数 37人 ）
パート労働者 20020-10578591 就業場所 長野県塩尻市

時給 歯科衛生士
不問 (1) 8時25分～12時25分

1,000円～1,200円 (2)14時25分～18時25分
年齢不問

TEL 0263-88-5678 （従業員数 1人 ）
パート労働者 20020-10511091 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（１年単位）
不問 (1) 9時05分～16時55分

1,000円～1,000円 (2) 8時10分～16時00分
年齢不問

TEL 0263-52-2441 （従業員数 29人 ）
パート労働者 20020-10431591 就業場所 長野県塩尻市

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～10時30分 ホームヘルパー２級

995円～995円 (2)15時30分～17時30分 介護職員初任者研修
年齢不問

TEL 0263-36-2671 （従業員数 818人 ）
パート労働者 20020-10497791 就業場所 長野県塩尻市他

時給 普通自動車免許二種
不問 (1) 8時30分～10時30分 ホームヘルパー２級

995円～995円 (2)15時30分～17時30分 介護職員初任者研修
年齢不問

TEL 0263-36-2671 （従業員数 818人 ）
パート労働者 20020-10498891 就業場所 長野県塩尻市他

時給 危険物取扱者（甲種）
不問 危険物取扱者（乙種）

900円～950円 危険物取扱者（丙種）
年齢不問

TEL 0263-54-4786 （従業員数 11人 ）
パート労働者 20020-10462791 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

850円～950円 (2)10時00分～19時00分
省令１号

TEL 0263-57-8111 （従業員数 101人 ）
パート労働者 20020-10501591 就業場所 長野県塩尻市

事務員 株式会社アリス　塩尻支
店

長野県塩尻市大字広丘野村１０６９－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

梱包・出荷作業 株式会社　スカイネット
長野支店

長野県松本市石芝４丁目７－１１　ガーデンハ
イツ　オリエンタル　４Ａ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

自動車整備 ヤマトオートワークス株
式会社　松本工場

長野県塩尻市大字広丘野村字角前１９４５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

医療事務 株式会社　ニチイ学館
松本支店

長野県松本市深志２－５－２６　松本第一ビル
８Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

看護師（おひさま） 社会福祉法人　協立福祉
会

長野県安曇野市豊科高家５２８５－１１ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

看護師（デイサービスセ
ンターはなみずき）

社会福祉法人　協立福祉
会

長野県安曇野市豊科高家５２８５－１１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

看護師（介護付有料老人
ホーム）

株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５号 労災

雇用期間の定めなし

介護職員
（介護付有料老人ホー
ム）

株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５号 労災

雇用期間の定めなし

交通誘導警備員〈急募〉 株式会社　シンプル 長野県松本市本庄１丁目１１－１０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社　ユリーカ　長
野本社

長野県塩尻市大字広丘野村１６８８－１　広丘
ショッピングタウン（ＧＡＺＡ）３Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

歯科衛生士 堅石よねだ歯科医院 長野県塩尻市広丘堅石３１１３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ＮＣフライス盤の機械作
業

株式会社　光進 長野県塩尻市大字広丘高出２０１０番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

通所介護サービスにおけ
るドライバー業務

株式会社　ニチイ学館
松本支店

長野県松本市深志２－５－２６　松本第一ビル
８Ｆ

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

通所介護サービスにおけ
るドライバー業務（二種
免）≪急募≫

株式会社　ニチイ学館
松本支店

長野県松本市深志２－５－２６　松本第一ビル
８Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

自家給油スタンド管理者 ヤマトオートワークス株
式会社　松本工場

長野県塩尻市大字広丘野村字角前１９４５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

フロント業務全般 株式会社　クア・アン
ド・ホテル　信州健康ラ
ンド

長野県塩尻市広丘吉田３６６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
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時給 普通自動車免許一種
不問

870円～900円
年齢不問

TEL 0263-54-4786 （従業員数 11人 ）
パート労働者 20020-10466191 就業場所 長野県塩尻市

時給
60歳以上 (1) 9時30分～15時00分

850円～900円
省令３号のニ

TEL 0263-58-2829 （従業員数 19人 ）
パート労働者 20020-10510191 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 8時30分～12時30分

860円～860円
年齢不問

TEL 0263-35-3344 （従業員数 2人 ）
パート労働者 20020-10531491 就業場所 長野県塩尻市

時給 調理師
不問 (1)10時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

850円～850円 (2) 7時00分～16時00分
年齢不問 (3)16時00分～20時00分

TEL 0263-32-5445 （従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-10516791 就業場所 長野県塩尻市

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)14時00分～18時00分 普通自動車免許一種

825円～850円 (2) 8時50分～18時00分
年齢不問 (3) 8時50分～13時00分

TEL 0263-58-3393 （従業員数 4人 ）
パート労働者 20020-10719791 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 8時30分～15時30分

845円～845円
年齢不問

TEL 0263-36-2671 （従業員数 818人 ）
パート労働者 20020-10546091 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

825円～825円
年齢不問

TEL 0263-53-4780 （従業員数 12人 ）
パート労働者 20020-10572691 就業場所 長野県塩尻市

自動車回送、整備完成車
両の検査場へ受検

ヤマトオートワークス株
式会社　松本工場

長野県塩尻市大字広丘野村字角前１９４５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

システムキッチンの製造
（６０歳以上専用求人）

株式会社　二木製作所 長野県塩尻市大字広丘吉田１０９６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

清掃業務（塩尻電力セン
ター）

株式会社　サニウェイ
松本営業所

長野県松本市白板１－９－２６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

調理補助 アルプスシャツ　株式会
社

長野県松本市埋橋１丁目８番７号 労災

雇用期間の定めなし

医療事務（あい薬局） 有限会社　サンヘルス 長野県松本市寿中２－８－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

調理員（塩尻ききょう） 株式会社　ニチイ学館
松本支店

長野県松本市深志２－５－２６　松本第一ビル
８Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

内勤事務【急募】 塩尻市農業協同組合 長野県塩尻市大門六番町３番５６号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

 

日  時 ： ７月  ９日（火）１３：３０～１５：30（予定）      

開催場所 ： 事業所所在地（木曽町新開1783） 13時２0分集合 
 

開催企業 ： 株式会社 木曽駒ミクロ 
 

募集職種 ： 求人番号（20100-711191）製造作業及び検査（正社員） 

         

持 ち 物  ： 筆記用具、受給資格者証またはハローワークカード 

       履歴書・紹介状（面接希望の方） 

★会社見学、説明を聞くだけでも構いません。 

   興味のある方はこの機会にぜひご参加ください。 
 

参加希望の方は、 

事前にハローワークへ 

お申込みください。 
TEL  0264-22-2233 
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