
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30分～18時30分

230,000円～685,000円

TEL 0263-54-6622（従業員数 2人 ）
正社員 20020- 3653521 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

220,000円～550,000円

TEL 0263-54-7475（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 3756721 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

250,000円～540,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020- 3516521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳

270,000円～380,000円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
正社員 20020- 3346821 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30分

220,000円～300,000円

TEL 0263-54-3720（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 3397521 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30分～18時00分

270,000円～282,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0263-88-5265（従業員数 10人 ）
正社員 20020- 3712121 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

230,000円～280,000円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
正社員 20020- 3347221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)3時00分～12時00分

220,000円～280,000円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
正社員 20020- 3566421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

197,000円～265,000円 (2)16時00分～9時30分

(3)10時30分～19時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 3619721 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

156,312円～257,199円

TEL 0263-52-1148（従業員数 66人 ）
正社員以外 20020- 3628821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

165,000円～250,000円

TEL 0263-52-8216（従業員数 28人 ）
正社員 20020- 3650721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

165,000円～250,000円

TEL 0263-52-8216（従業員数 28人 ）
正社員 20020- 3655321 就業場所 長野県塩尻市

電気・制御設計（Ｉ・Ｕ
ターン併用求人）

株式会社　サン・ブライ
ト

長野県塩尻市宗賀平出６７－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

装置の組立・配線業務及
び調整・検査業務　≪急
募≫

株式会社　サン・ブライ
ト

長野県塩尻市宗賀平出６７－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

（臨時的任用）試験研究
業務（野菜花き試験場）

長野県野菜花き試験場 長野県塩尻市大字宗賀床尾１０６６－１ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ケアワーカー 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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

ドライバー（４ｔ） 有限会社　八洲ロジテッ
ク

長野県塩尻市大字広丘野村１９２３ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

８トン限定中型自動車免
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

大型自動車免許

ドライバー（４ｔ） 有限会社　八洲ロジテッ
ク

長野県塩尻市大字広丘野村１９２３ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

８トン限定中型自動車免
許雇用期間の定めなし 定年を上限

大型自動車免許

小児科・皮膚科クリニッ
クの看護師（正職員）

しおはら小児科・皮膚科
クリニック

長野県塩尻市大字広丘郷原１７６２－３２１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

造園・外構工事作業員 有限会社　ハウスアレン
ジ

長野県塩尻市広丘野村１９９３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型ドライバー 有限会社　八洲ロジテッ
ク

長野県塩尻市大字広丘野村１９２３ 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 法令の規定

により年齢
制限がある

経理・財務の管理職 株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

工事現場管理　【経験
者】

株式会社　幸成建設 長野県塩尻市大字大門７２－４ 雇用・労災・
健康・厚生

２級土木施工管理技士

１級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

雇用・労災・
健康・厚生

歯科技工士

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

歯科技工士 有限会社エイチ・オー・
エス

長野県塩尻市広丘野村１６５８－２３

℡ 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２月２５日発行 （２月１５日～２月24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
60歳以上 (1)8時00分～16時30分

200,000円～250,000円 (2)7時10分～15時10分

TEL 0263-54-0562（従業員数 11人 ）
正社員以外 20020- 3761621 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

152,000円～210,000円 (2)16時00分～9時30分

(3)10時30分～19時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 3620521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

197,760円～203,520円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0263-87-0601（従業員数 10人 ）
正社員 20020- 3732221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)6時30分～15時30分

176,000円～196,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分

TEL 0263-31-3772（従業員数 38人 ）
正社員 20020- 3645521 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
35歳以下 (1)8時00分～16時30分

170,000円～190,000円 (2)8時45分～17時15分

TEL 0263-35-0791（従業員数 678人 ）
正社員 20020- 3779621 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

151,634円～180,619円

TEL 0263-53-8800（従業員数 6人 ）
正社員以外 20020- 3455621 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問 (1)10時00分～19時00分

166,100円～176,700円 (2)8時00分～19時00分

(3)8時30分～18時00分

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 3682921 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

160,200円～166,100円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 3680321 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

160,200円～166,100円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 3681621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時00分

153,000円～153,000円

TEL 0263-50-5046（従業員数 6人 ）
正社員以外 20020- 3657921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時30分～13時00分

1,000円～2,000円 (2)14時00分～18時30分

TEL 0263-54-6622（従業員数 2人 ）
パート労働者 20020- 3654421 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

1,650円～1,650円 (2)14時00分～17時30分

TEL 0263-58-1165（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 3379721 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～18時00分

1,500円～1,640円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0263-88-5265（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020- 3713021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,090円～1,520円

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
パート労働者 20020- 3716221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,283円～1,283円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020- 3683121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時10分

930円～1,130円

TEL 0263-52-1585（従業員数 80人 ）
パート労働者 20020- 3595021 就業場所 長野県塩尻市

カメラ部品の検査・納品
業務

株式会社　栄光製作所 長野県塩尻市広丘郷原１０００－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

学校支援介助員（看護
師）【会計年度任用職
員】

塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３ 雇用・労災 看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ケアワーカー 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 介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）
不問

介護職員実務者研修修了
者

小児科・皮膚科クリニッ
クの看護師（パート）

しおはら小児科・皮膚科
クリニック

長野県塩尻市大字広丘郷原１７６２－３２１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師 医療法人　元政会　今井
医院

長野県塩尻市広丘吉田３００３ 労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科技工士 有限会社エイチ・オー・
エス

長野県塩尻市広丘野村１６５８－２３ 労災 歯科技工士

雇用期間の定めなし 不問

一般事務≪急募≫ 株式会社　ＴＯＳＹＳ
中信支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５５３－８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

国民年金専門員【会計年
度任用職員】

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）

不問

後期高齢者医療専門員 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

医療事務資格

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

児童厚生員【会計年度任
用職員】

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

保育士

幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

小学校教諭免許（専修・
１種・２種）

庁舎管理業務員（会計年
度任用職員・フルタイ
ム）

長野県総合教育センター 長野県塩尻市大字片丘字南唐沢６３４２－４ 雇用・公災・
健康・厚生

大型自動車免許

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

医療機関における総合事
務職（協立病院）

社会医療法人　中信勤労
者医療協会

長野県松本市巾上９番２６号　松本協立病院内 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護職（ウィズ塩尻） 株式会社　ソーシャル・
ネットワーク

長野県松本市並柳１－１６－２４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

介護職員実務者研修修了
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

介護職員初任者研修修了
者

令和４年度　保育士（正
職員）

合同会社　未来ファミ
リー

長野県松本市村井町南２丁目６番９号 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員 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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

粉状製品の製造と袋詰め
作業　【６０歳以上専用
求人】

有限会社　石川産業 長野県塩尻市大字下西条６９３－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進
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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)8時30分～17時15分

931円～1,109円

TEL 0263-53-8800（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 3456921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)16時00分～22時00分

910円～1,080円

TEL 0263-85-1205（従業員数 37人 ）
パート労働者 20020- 3448921 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,014円～1,014円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020- 3685721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～15時30分

1,000円～1,000円

TEL 0263-34-8234（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020- 3468821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)11時00分～19時00分

900円～1,000円

TEL 0263-51-5855（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 3477521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～13時00分

900円～1,000円 (2)14時00分～19時00分

TEL 0263-52-0142（従業員数 9人 ）
パート労働者 20020- 3632121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

1,000円～1,000円

TEL 0263-50-5046（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 3656621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時30分～12時00分

880円～980円

TEL 0263-26-1400（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020- 3802121 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 (1)9時00分～16時00分

5,688円～5,688円

TEL 0263-52-1148（従業員数 66人 ）
パート労働者 20020- 3774821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～15時15分

932円～932円

TEL 0263-52-0015（従業員数 80人 ）
パート労働者 20020- 3529121 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 (1)9時00分～16時00分

5,592円～5,592円

TEL 0263-52-0600（従業員数 36人 ）
パート労働者 20020- 3715821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時30分～12時30分

930円～930円

TEL 0263-85-1205（従業員数 97人 ）
パート労働者 20020- 3447621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時00分～10時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3415021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～11時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3417821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時30分～10時30分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3418221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～11時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3419521 就業場所 長野県塩尻市

お魚売場スタッフ（水
産）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

お魚売場スタッフ（水
産）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

お肉売場スタッフ（畜
産）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

野菜果物売場スタッフ
（農産）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

販売員（惣菜）【デリシ
ア広丘店】

株式会社　デリシア　中
信エリア

長野県松本市大字今井７１５５－２８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

会計年度任用職員（ほ場
及び育苗施設管理　森林
調査補助）

長野県林業総合センター 長野県塩尻市大字片丘５７３９ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

会計年度任用職員（チャ
レンジ雇用職員）

長野県塩尻志学館高等学
校

長野県塩尻市大字広丘高出４－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

会計年度任用職員（パー
トタイム）試験補助（環
境部・病害）

長野県野菜花き試験場 長野県塩尻市大字宗賀床尾１０６６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

直売所における学校給食
配送業務（新鮮市場き
きょう）

松本ハイランド農業協同
組合

長野県松本市南松本１丁目２－１６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

一般事務≪急募≫ 株式会社　ＴＯＳＹＳ
中信支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５５３－８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

惣菜製造販売（大門ウイ
ングロード内）

株式会社　加藤鯉鶏肉店 長野県塩尻市大門一番町１３－２１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

来店型店舗でのカウン
ター営業

アルピコ保険リース株式
会社

長野県塩尻市大字広丘野村１６８８番地１
コミュニティマーケットプレイスＧＡＺＡ３階

雇用・労災・
健康・厚生

生命保険業界共通教育制
度一般課程試験

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ロビー案内・受付〈紹介
予定派遣〉

八十二スタッフサービス
株式会社　松本営業所

長野県松本市大手３－１－１　松本ビル地下１
階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

楢川放課後児童教室支援
員【会計年度任用職員】

塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３ 労災 保育士

幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

中学校教諭免許（専修・
１種・２種）

販売員（レジ）【デリシ
ア吉田原店】

株式会社　デリシア　中
信エリア

長野県松本市大字今井７１５５－２８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

教育指導専門員（会計年
度任用職員・パート）

長野県総合教育センター 長野県塩尻市大字片丘字南唐沢６３４２－４ 雇用・公災・
健康・厚生

社会教育主事

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
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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)8時00分～13時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3420321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3421621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)12時00分～16時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3424021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)12時00分～16時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3426821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)12時00分～16時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3427221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)20時00分～0時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3429421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～13時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3432021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)5時00分～9時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3433721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)5時00分～9時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 3435221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

910円～910円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020- 3684021 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)11時15分～18時00分

900円～900円 (2)14時10分～20時55分

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
パート労働者 20020- 3372521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～9時00分

900円～900円

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
パート労働者 20020- 3373421 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)12時10分～20時45分

900円～900円 (2)14時10分～20時55分

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
パート労働者 20020- 3376921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～9時00分

900円～900円 (2)16時30分～18時30分

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
パート労働者 20020- 3377121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～10時00分

900円～900円 (2)16時30分～18時30分

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
パート労働者 20020- 3378021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

880円～880円

TEL 0263-59-7008（従業員数 46人 ）
パート労働者 20020- 3734421 就業場所 長野県塩尻市

麺類の包装・出荷作業
【急募】

キッセイ商事　株式会社 長野県松本市平田東２－１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便、郵便業務全般
（区分業務）

日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便、郵便業務全般
（区分業務）

日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便、郵便業務全般
（シフト勤務）

日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便、郵便業務全般
（午前中勤務）

日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便、郵便業務全般
（シフト勤務）

日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

保育補助員【会計年度任
用職員】

塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

夜間売場作業しスタッフ
（ナイトＯＰ）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

早朝店出しスタッフ（早
朝ＯＰ）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

レジスタッフ（ＣＳ） イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

レジスタッフ（ＣＳ） イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

加工食品店出しスタッフ
（デイリー）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

加工食品店出しスタッフ
（グロサリー）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

加工食品店出しスタッフ
（グロサリー）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

総菜、寿司売場スタッフ
（デリカ）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

総菜、寿司売場スタッフ
（デリカ）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問
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