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

賃金
月給

59歳以下 (1)9時00分～17時45分

205,000円～381,600円

TEL 0263-39-8021（従業員数 2人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 1092021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
44歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～375,000円

TEL 0263-54-4800（従業員数 15人 ）
正社員 20020-  933921 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～350,000円

TEL 0263-51-1234（従業員数 11人 ）
正社員 20020- 1011221 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

254,604円～337,880円

TEL 0263-98-5761（従業員数 109人 ）
正社員 20020-  966321 就業場所 長野県東筑摩郡山形村

日給
61歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

197,800円～290,035円

TEL 0263-54-0742（従業員数 7人 ）
正社員 20020-  961721 就業場所 長野県塩尻市

日給
61歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

197,800円～290,035円

TEL 0263-54-0742（従業員数 45人 ）
正社員 20020- 1235921 就業場所 長野県塩尻市

日給
61歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

197,800円～290,035円

TEL 0263-54-0742（従業員数 36人 ）
正社員 20020- 1255721 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～290,000円 (2)6時00分～15時00分

(3)12時45分～21時45分

TEL 0263-86-0250（従業員数 41人 ）
正社員 20020-  974321 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

225,950円～283,000円

TEL 0263-98-5761（従業員数 109人 ）
正社員 20020-  995821 就業場所 長野県東筑摩郡山形村

月給
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

225,950円～283,000円

TEL 0263-98-5761（従業員数 109人 ）
正社員 20020-  999321 就業場所 長野県東筑摩郡山形村

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)8時20分～17時15分

168,100円～281,000円 (2)16時20分～1時15分

(3)0時20分～9時15分

TEL 0263-53-0770（従業員数 147人 ）
正社員 20020- 1158221 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

250,560円～272,160円

TEL 0263-53-6345（従業員数 10人 ）
正社員 20020-  954821 就業場所 長野県塩尻市

野菜加工・配送　　　≪
工場長候補≫

株式会社　信生 長野県塩尻市洗馬２７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

回路基板製造オペレー
ター検査・出荷　等

ＤＯＷＡパワーデバイス
株式会社

長野県塩尻市大字片丘９６３７－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

内勤営業 株式会社　オーイケ 長野県東筑摩郡山形村５４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

重機オペレーター（木材
加工）

征矢野建材　株式会社 長野県松本市大字笹賀７１１６－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

車両系建設機械（整地・運
搬・積込用及び掘削用）運
転技能者　小型移動式ク
レーン運転技能者

設計開発 株式会社　オーイケ 長野県東筑摩郡山形村５４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

荷物の入出庫作業 美勢商事　株式会社 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－３２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

品質管理 美勢商事　株式会社 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－３２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

商品開発 美勢商事　株式会社 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－３２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業〈正社員・ノルマな
し〉　未経験者も活躍中
営業

株式会社　オーイケ 長野県東筑摩郡山形村５４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

【正社員】中信地区ルー
ト配送業務【中信配送セ
ンター】

株式会社　立石コーポ
レーション

長野県塩尻市大門桔梗ケ原１０７９－６６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

危険物取扱者（乙種）

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

葬祭業全般《急募》 有限会社　広伸 長野県塩尻市大字大門５２－６ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

ＰＣ関連製品の解析・評
価業務

株式会社　フォーラムエ
ンジニアリング　松本
フォーラム

長野県松本市中央１－４－２０
日本生命駅前ビル８階

℡ ０２６４－２２－２２３３

ハローワーク木曽福島

（木曽福島公共職業安定所）

【塩尻地域版】

令和４年１月２０日発行 （１月１２日～１月１８日に受理したすべての求人を掲載しています。）

◎ 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。

◎ 賃金形態は、月給・日給・時給・その他があります。賃金表示の、時給・日給・その他の金額については、

月額換算で表示している場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
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年齢・ 賃金形態
職種 年齢制限該当事由 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

賃金
所在地・就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

200,000円～270,000円 (2)12時00分～21時00分

TEL 0263-27-5915（従業員数 10人 ）
正社員 20020- 1283421 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)8時00分～17時10分

202,900円～266,400円

TEL 0263-98-5761（従業員数 134人 ）
正社員 20020-  971221 就業場所 長野県東筑摩郡山形村

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

160,000円～250,000円

TEL 0263-53-3393（従業員数 40人 ）
正社員 20020-  958321 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時15分～18時15分

180,000円～245,700円

TEL 0263-31-8188（従業員数 5人 ）
正社員 20020- 1184521 就業場所 長野県塩尻市

日給
18歳～64歳 月額換算 (1)8時30分～17時30分

195,200円～244,000円

TEL 0263-52-0710（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 1117521 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

185,000円～240,000円

TEL 0263-51-1700（従業員数 56人 ）
正社員 20020- 1036221 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～240,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-87-0015（従業員数 12人 ）
正社員 20020- 1265221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～240,000円

TEL 0263-87-0015（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 1266521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時30分

220,000円～230,000円

TEL 0266-44-5353（従業員数 10人 ）
正社員 20020- 1293621 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時30分

220,000円～230,000円

TEL 0266-44-5353（従業員数 10人 ）
正社員 20020- 1297721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時00分

165,000円～230,000円

TEL 0263-52-2447（従業員数 22人 ）
正社員 20020- 1305321 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 交替制あり
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

178,000円～210,000円 (2)10時30分～19時30分

(3)8時30分～17時30分

TEL 0263-51-0920（従業員数 12人 ）
正社員 20020-  981421 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～18時30分

162,000円～210,000円

TEL 0263-51-1128（従業員数 87人 ）
正社員 20020- 1087221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳

166,000円～209,000円

TEL 0263-52-2451（従業員数 40人 ）
正社員 20020-  988821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,500円～200,500円 (2)5時00分～14時00分

TEL 0263-58-0122（従業員数 85人 ）
正社員 20020- 1242621 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,500円～200,500円

TEL 0263-58-0122（従業員数 85人 ）
正社員 20020- 1243921 就業場所 長野県塩尻市

トラック運転手（大型）
≪急募≫

松本運送　株式会社 長野県塩尻市大字広丘吉田５７３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

リフトマン兼業務補助及
び配送運転業務　　【急
募】

松本運送　株式会社 長野県塩尻市大字広丘吉田５７３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能者

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

加工機オペレーター（深
夜勤）

株式会社　東陽 長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－５　ア
ルプス工業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

医療事務（クリニック） 社会福祉法人　恵和会
こまくさ野村

長野県塩尻市広丘野村２１４６番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職 株式会社　慈泉閣 長野県塩尻市大字片丘１０３７９ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

機械加工（ＮＣ旋盤） 株式会社　丸眞テック 長野県塩尻市広丘野村１００４番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

事業系一般ゴミの収集と
運転作業員≪３ｔドライ
バー急募≫

塩尻環境保全　有限会社 長野県塩尻市北小野４４０８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

資源物の収集・運搬作業
員≪４ｔドライバー急募
≫

塩尻環境保全　有限会社 長野県塩尻市北小野４４０８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

専門学校事務 学校法人　松樹学園 長野県塩尻市大門三番町４－２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

専門学校事務 学校法人　松樹学園 長野県塩尻市大門三番町４－２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

支援相談員 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

社会福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

葬祭業務及び営業 有限会社　塩尻造花 長野県塩尻市大字堀ノ内１－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

事務及び営業補助（塩
尻）

株式会社　センデン
（エイブルネットワー
ク）

長野県松本市城西１－４－１５　Ｋ＆Ｋ　ビ
ル　２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

宅地建物取引士（旧：宅地
建物取引主任者）

雇用期間の定めなし 定年を上限

溶接・架装組立・金属塗
装・木工

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 定年を上限

生産管理 株式会社　オーイケ 長野県東筑摩郡山形村５４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

調理師 株式会社　みすず給食セ
ンター

長野県松本市野溝東１－１５－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限
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年齢・ 賃金形態
職種 年齢制限該当事由 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

賃金
所在地・就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)5時00分～14時00分

200,500円～200,500円

TEL 0263-58-0122（従業員数 85人 ）
正社員 20020- 1244121 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～15時30分

151,000円～197,700円 (2)9時00分～17時30分

(3)10時00分～18時30分

TEL 0263-53-5000（従業員数 61人 ）
正社員以外 20020- 1063321 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

166,410円～196,510円

TEL 0263-54-0742（従業員数 36人 ）
正社員以外 20020- 1224421 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

165,000円～175,000円

TEL 0263-51-1700（従業員数 56人 ）
正社員以外 20020- 1031921 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

171,700円～171,700円

TEL 0263-51-1920（従業員数 13人 ）
正社員以外 20020- 1007621 就業場所 長野県塩尻市

時給
60歳以上 (1)6時30分～11時00分

1,015円～1,465円 (2)16時30分～20時30分

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020-  987721 就業場所 長野県塩尻市

時給
60歳以上 (1)6時30分～11時00分

985円～1,435円

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020-  986021 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)8時30分～12時30分

1,300円～1,400円 (2)14時00分～18時30分

TEL 0263-53-5050（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 1169421 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時30分～8時30分

1,210円～1,370円

TEL 0263-51-6610（従業員数 14人 ）
パート労働者 20020- 1260921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～14時30分

1,000円～1,300円

TEL 0263-27-5915（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020- 1285621 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

900円～1,200円

TEL 0263-87-3670（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 1291421 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)6時30分～9時00分

900円～1,158円 (2)0時00分～9時00分

(3)17時00分～21時59分

TEL 0263-52-3994（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020- 1309021 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)0時00分～9時00分

900円～1,150円 (2)9時00分～16時00分

(3)16時00分～22時00分

TEL 0263-52-3994（従業員数 17人 ）
パート労働者 20020- 1307921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

1,100円～1,100円

TEL 0263-31-6733（従業員数 9人 ）
パート労働者 20020-  964521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

900円～1,000円

TEL 0263-54-4800（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-  932621 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～18時00分

1,000円～1,000円 (2)12時00分～18時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
パート労働者 20020-  992121 就業場所 長野県塩尻市

保育士（桔梗ヶ原キッズ
倶楽部）

医療法人社団　敬仁会 長野県塩尻市大字宗賀１２９５番地 雇用・労災 保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

仏壇・仏具の店頭販売と
セレモニーセンター補助
業務

有限会社　広伸 長野県塩尻市大字大門５２－６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

一般事務、経理 一般社団法人　塩尻市森
林公社

長野県塩尻市大字宗賀１７９７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

簿記実務検定３級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

販売（コンビニエンスス
トア）

有限会社　アイ・プラン
ニング

長野県塩尻市大字広丘高出３８４－５ 労災・その他

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

販売（コンビニエンスス
トア）

有限会社　アイ・プラン
ニング

長野県塩尻市大字広丘高出３８４－５ 労災・その他

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

ジェラート製造及び販売 株式会社　ＦＡテック 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－４３２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

栄養士 株式会社　みすず給食セ
ンター

長野県松本市野溝東１－１５－１３ 雇用・労災 栄養士

管理栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職員（夜勤専従）
（グループホームさと
び）

社会福祉法人　平成会 長野県塩尻市大字宗賀１２９８－９２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

受付（歯科）《急募》 かわしま歯科医院 長野県塩尻市大字大門６８－８ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（介護付有料老
人ホーム）　【６０歳以
上専用求人】

株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５号 労災 介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

介護福祉士　【６０歳以
上専用求人】

株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５号 労災 介護福祉士

雇用期間の定めなし 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

業務スタッフ（ディレク
ター）

一般財団法人　塩尻市振
興公社

長野県塩尻市大門八番町１番２号塩尻イン
キュベーションプラザ内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

送迎運転手兼施設管理員 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 定年を上限

品質管理 美勢商事　株式会社 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－３２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職員（施設採用職
員）【桔梗荘】

松塩筑木曽老人福祉施設
組合

長野県塩尻市大字広丘郷原１６８３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護職員初任者研修修了者

介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

社会福祉士

トラック運転手（日勤食
品ドライバー）≪急募≫

松本運送　株式会社 長野県塩尻市大字広丘吉田５７３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

８トン限定中型自動車免許

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限
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年齢・ 賃金形態
職種 年齢制限該当事由 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

賃金
所在地・就業場所

時給
不問 (1)6時00分～9時30分

877円～1,000円 (2)10時00分～14時30分

(3)17時00分～21時30分

TEL 0263-27-5915（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020- 1174821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

900円～1,000円

TEL 0263-52-2031（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020- 1205821 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)5時00分～11時30分

880円～1,000円 (2)8時00分～11時30分

TEL 090-2763-0205（従業員数 2人 ）
パート労働者 20020- 1211021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

880円～950円

TEL 0263-54-5252（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-  926121 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

877円～940円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6610（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020- 1047321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

900円～900円

TEL 0263-53-6345（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-  946821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～12時30分

900円～900円

TEL 0263-85-7670（従業員数 30人 ）
パート労働者 20020- 1210121 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)13時00分～17時00分

890円～890円

TEL 0263-52-2451（従業員数 40人 ）
パート労働者 20020-  989221 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上

890円～890円

TEL 0263-85-0080（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020- 1123821 就業場所 長野県塩尻市

弁当の製造・包装、簡単
な配送

株式会社　王滝 長野県松本市大字笹賀７６００－５１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

調理師

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

バリ取り・検査 株式会社　東陽 長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－５　ア
ルプス工業団地

労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動販売機による各種食
品飲料の金額集計

サントリービバレッジソ
リューション株式会社
松本第一支店

長野県塩尻市広丘吉田３３３５ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

野菜加工≪急募≫ 株式会社　信生 長野県塩尻市洗馬２７１－２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

介護兼事務職員（ケアハ
ウスなごみ）

社会福祉法人　平成会 長野県塩尻市大字宗賀１２９８－９２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

家事代行・ハウスクリー
ニング

株式会社　ハートリンク
（ダスキン）

長野県塩尻市大門桔梗ケ原１１１３－３
オーイケビル１－Ａ

労災

雇用期間の定めなし 不問

高原野菜の生産に係る農
作業全般

むーみーふぁーむ 長野県塩尻市大字広丘野村２２３１　アルカ
ンシェル・Ｍ　Ｐａｒｔ１　１０３

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

洋菓子の販売 洋菓子のシャルム 長野県塩尻市大字広丘原新田２１８－９ 労災

雇用期間の定めなし 不問

給食配膳係（学生食堂） 株式会社　みすず給食セ
ンター

長野県松本市野溝東１－１５－１３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

< ホット情報の設置場所 > 毎週木曜日更新

・ハローワーク玄関先の棚

・国道１９号線沿いのコンビニ各店

・木曽郡内各町村役場・商工会

ハローワーク木曽福島 職業紹介係

☎ ０２６４-２２-２２３３

開所時間 ８：３０～１７：１５

就職に関する様々なご相談に応じますので、お気軽にご利用ください。

ttps://www.hellowork.go.jp/

パソコンやスマートフォンで求人検索してみませんか。
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