
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 フレックス

不問 (1)8時30分～17時15分

250,000円～400,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-11381421 就業場所 長野県塩尻市

月給 フレックス
不問 (1)8時30分～17時15分

250,000円～400,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-11382321 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

250,000円～400,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 2人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-11384921 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
64歳以下 (1)9時30分～18時30分

320,000円～400,000円 (2)11時00分～20時00分

TEL 0263-83-7342（従業員数 399人 ）
正社員 20020-11598221 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

220,000円～320,000円 (2)9時00分～18時30分

TEL 0263-53-8137（従業員数 15人 ）
正社員 20020-11521721 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

220,000円～320,000円 (2)9時00分～18時30分

TEL 0263-53-8137（従業員数 15人 ）
正社員 20020-11524521 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

220,000円～320,000円 (2)9時00分～18時30分

TEL 0263-53-8137（従業員数 15人 ）
正社員 20020-11615621 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～300,000円

TEL 0263-54-8388（従業員数 25人 ）
正社員 20020-11495321 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

180,000円～300,000円

TEL 0263-54-8388（従業員数 25人 ）
正社員 20020-11500321 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

180,000円～300,000円

TEL 0263-54-8388（従業員数 25人 ）
正社員 20020-11502921 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

180,000円～300,000円

TEL 0263-54-8388（従業員数 25人 ）
正社員 20020-11505721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下

258,080円～297,241円

TEL 0263-54-1154（従業員数 15人 ）
正社員 20020-11360021 就業場所 長野県塩尻市 厚生

飲食店　店次長（調理師
長）

さかなや道場　塩尻広丘
店

長野県塩尻市大字広丘野村１７０２－３ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

防火管理者（甲種・乙
種）雇用期間の定めなし 定年を上限

機械組立調整技術者
（Ｉ・Ｕターン併用）

株式会社　ランテックプ
ランナー

長野県塩尻市大字片丘９８２８－８　今泉南テ
クノヒルズ産業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械設計技術者（Ｕ・Ｉ
ターン併用）

株式会社　ランテックプ
ランナー

長野県塩尻市大字片丘９８２８－８　今泉南テ
クノヒルズ産業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械配線・制御ボックス
配線技術者（Ｕ・Ｉター
ン併用）

株式会社　ランテックプ
ランナー

長野県塩尻市大字片丘９８２８－８　今泉南テ
クノヒルズ産業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ラダーソフト及びハード
設計技術者（Ｕ・Ｉター
ン併用）

株式会社　ランテックプ
ランナー

長野県塩尻市大字片丘９８２８－８　今泉南テ
クノヒルズ産業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

エクステリアの営業・設
計・管理

株式会社　イトウ住建 長野県塩尻市大門四番町６－５－１０３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

塗装営業スタッフ 株式会社　イトウ住建 長野県塩尻市大門四番町６－５－１０３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

リフォーム・エクステリ
ア営業

株式会社　イトウ住建 長野県塩尻市大門四番町６－５－１０３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

薬剤師 株式会社　とをしや薬局 長野県安曇野市穂高有明１００２２ 雇用・労災・
健康・厚生

薬剤師

雇用期間の定めなし 定年を上限

アプリ開発（Ｗｅｂシス
テム）【塩尻市】

株式会社コスモＧＣＣ松
本事業所

長野県松本市中央３－３－１６　松本蔵の街ビ
ル２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

製品安全関連法規制対応
業務【塩尻市】

株式会社コスモＧＣＣ松
本事業所

長野県松本市中央３－３－１６　松本蔵の街ビ
ル２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

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

所在地・就業場所

ソフト設計業務（プリン
タ製品化設計）【塩尻
市】

株式会社コスモＧＣＣ松
本事業所

長野県松本市中央３－３－１６　松本蔵の街ビ
ル２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６月３０日発行 （６月２１日～６月２９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 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

244,500円～274,800円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-53-8137（従業員数 9人 ）
正社員 20020-11523221 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

181,000円～274,800円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-53-8137（従業員数 9人 ）
正社員 20020-11526321 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～18時00分

181,000円～274,800円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-53-8137（従業員数 9人 ）
正社員 20020-11527621 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

244,500円～274,800円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-53-8137（従業員数 9人 ）
正社員 20020-11635821 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

181,000円～274,800円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-53-8137（従業員数 9人 ）
正社員 20020-11638421 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)9時30分～18時30分

233,830円～252,420円 (2)12時00分～21時00分

TEL 0263-83-7342（従業員数 451人 ）
正社員 20020-11601721 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

200,000円～250,000円

TEL 0263-33-2876（従業員数 3人 ）
正社員 20020-11387721 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)8時00分～17時05分

170,000円～250,000円

TEL 0263-52-0174（従業員数 35人 ）
正社員 20020-11660221 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時00分～17時45分

186,000円～248,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-11563821 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～17時50分

168,000円～215,000円

TEL 0263-53-0851（従業員数 46人 ）
正社員 20020-11617121 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

210,200円～214,500円 (2)8時45分～17時15分

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020-11460521 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

177,135円～208,435円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0263-58-4312（従業員数 11人 ）
正社員 20020-11530821 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

201,200円～206,300円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020-11364521 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下

183,300円～202,700円

TEL 0263-58-4326（従業員数 16人 ）
正社員 20020-11534321 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
30歳以下 (1)8時30分～18時00分

181,000円～200,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-53-8137（従業員数 9人 ）
正社員 20020-11637521 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時10分

184,080円～184,080円

TEL 0263-39-1930（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-11507221 就業場所 長野県塩尻市

ＣＡＤオペレーター 株式会社　メイツ長野・
松本センター

長野県松本市中央２－３－２５　Ｆビル４Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

住宅設備スタッフ　【未
経験者歓迎】

株式会社　イトウ住建 長野県塩尻市大門四番町６－５－１０３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

保育士 社会福祉法人　みのむし
学園　よしだ保育園

長野県塩尻市広丘吉田４９８－２ 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

保健師 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

保健師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

保育教諭 学校法人　御子柴学園
よしだ幼稚園

長野県塩尻市大字広丘吉田４９８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務【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）

不問

事務スタッフ（伝票作
成、データ入力）電話対
応等

有限会社　イトウプリン
ト

長野県塩尻市大字片丘４８７８－６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

マーコム・Ｗｅｂサイト
運営業務【塩尻市】

株式会社コスモＧＣＣ松
本事業所

長野県松本市中央３－３－１６　松本蔵の街ビ
ル２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

葡萄栽培業務 株式会社　井筒ワイン 長野県塩尻市大字宗賀１２９８－１８７ 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

マッチングサイト運営と
倉庫スタッフ

株式会社　テナントリ
ユース

長野県松本市中央３丁目１１－２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ストアマネージャー（店
舗管理全般）

株式会社　とをしや薬局 長野県安曇野市穂高有明１００２２ 雇用・労災・
健康・厚生

登録販売者（一般医薬
品）

雇用期間の定めなし 定年を上限

外構・エクステリア　作
業員

株式会社　イトウ住建 長野県塩尻市大門四番町６－５－１０３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気工事　【第一種電気
工事士】

株式会社　イトウ住建 長野県塩尻市大門四番町６－５－１０３ 雇用・労災・
健康・厚生

第一種電気工事士

雇用期間の定めなし 定年を上限

住宅板金 株式会社　イトウ住建 長野県塩尻市大門四番町６－５－１０３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築大工 株式会社　イトウ住建 長野県塩尻市大門四番町６－５－１０３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

住宅設備スタッフ　【経
験者】

株式会社　イトウ住建 長野県塩尻市大門四番町６－５－１０３ 雇用・労災・
健康・厚生

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
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

167,200円～175,560円

TEL 0263-31-3846（従業員数 5人 ）
正社員以外 20020-11584621 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30分

175,500円～175,500円

TEL 0263-53-2253（従業員数 30人 ）
正社員以外 20020-   42120 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30分

175,500円～175,500円

TEL 0263-53-2253（従業員数 30人 ）
正社員以外 20020-   43420 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)9時30分～18時30分

168,000円～173,000円 (2)11時00分～20時00分

TEL 0263-83-7342（従業員数 451人 ）
正社員 20020-11600021 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
69歳以下 月額換算 (1)5時30分～14時30分

154,800円～172,000円 (2)10時30分～19時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0263-86-5560（従業員数 8人 ）
正社員以外 20020-11394721 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

152,000円～160,000円

TEL 0263-58-4312（従業員数 11人 ）
正社員以外 20020-11532521 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1年単位）
18歳～59歳 月額換算 (1)7時00分～17時00分

151,940円～151,940円 (2)11時00分～23時00分

(3)15時00分～8時00分

TEL 0263-52-0120（従業員数 41人 ）
正社員 20020-11442821 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1年単位）
18歳～59歳 月額換算 (1)7時00分～17時00分

151,940円～151,940円 (2)11時00分～23時00分

(3)15時00分～8時00分

TEL 0263-52-0120（従業員数 41人 ）
正社員 20020-11443221 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

145,000円～145,000円

TEL 0263-53-4300（従業員数 14人 ）
正社員 20020-11588721 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

2,100円～2,100円

TEL 0263-83-7342（従業員数 399人 ）
パート労働者 20020-11599521 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
不問

1,800円～1,800円

TEL 0263-83-7342（従業員数 399人 ）
パート労働者 20020-11604521 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問 (1)14時00分～18時30分

1,020円～1,020円

TEL 0263-52-0280（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-11363221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

1,000円～1,000円

TEL 0263-33-2876（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-11388821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～15時00分

1,000円～1,000円 (2)9時00分～16時00分

(3)6時00分～15時00分

TEL 0263-52-2581（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-11463621 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～16時30分

950円～1,000円

TEL 0263-58-4326（従業員数 16人 ）
パート労働者 20020-11535621 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)7時30分～9時30分

925円～1,000円 (2)16時30分～19時00分

TEL 0263-58-4326（従業員数 16人 ）
パート労働者 20020-11536921 就業場所 長野県塩尻市

保育（朝番／遅番専従） 社会福祉法人　みのむし
学園　よしだ保育園

長野県塩尻市広丘吉田４９８－２ 労災 保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

保育士 社会福祉法人　みのむし
学園　よしだ保育園

長野県塩尻市広丘吉田４９８－２ 雇用・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

ぶどうの栽培 信濃ワイン　株式会社 長野県塩尻市大字洗馬７８３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

パソコン入力と倉庫作業 株式会社　テナントリ
ユース

長野県松本市中央３丁目１１－２１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

パート厚生員（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 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調剤専任薬剤師 株式会社　とをしや薬局 長野県安曇野市穂高有明１００２２ 労災 薬剤師

雇用期間の定めなし 不問

薬剤師 株式会社　とをしや薬局 長野県安曇野市穂高有明１００２２ 労災 薬剤師

雇用期間の定めなし 不問

一般事務 有限会社　丸信システム
流通

長野県塩尻市大門桔梗町１７番３号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

貸切バス乗務員　　【未
経験者歓迎】

美勢タクシー　株式会社 長野県塩尻市大門一番町三番三号 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

タクシー乗務員　　【未
経験者歓迎】

美勢タクシー　株式会社 長野県塩尻市大門一番町三番三号 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

保育教諭（フルパート） 学校法人　御子柴学園
よしだ幼稚園

長野県塩尻市大字広丘吉田４９８－１ 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

老人保健施設の給食業務
【萌生の里】

株式会社　メフォス　長
野事業部

長野県松本市村井町南４－２３－１５　第２Ｍ
ＡＴビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

薬局サポーター 株式会社　とをしや薬局 長野県安曇野市穂高有明１００２２ 雇用・労災・
健康・厚生

登録販売者（一般医薬
品）

雇用期間の定めなし キャリア形
成

【急募】野菜の出荷業務 株式会社　中野ファーム 長野県塩尻市大字塩尻町１０７番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

【急募】畑の草取り 株式会社　中野ファーム 長野県塩尻市大字塩尻町１０７番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

検査及び旋盤加工及びマ
シニング加工の機械オペ
レーター

株式会社　シンリアル 長野県塩尻市広丘野村２２１０　２Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

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 交替制あり
不問 (1)6時00分～10時00分

877円～1,000円 (2)10時00分～15時00分

(3)16時00分～21時30分

TEL 0263-27-5915（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-11547721 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

892円～994円

TEL 0263-83-7342（従業員数 399人 ）
パート労働者 20020-11603221 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

880円～950円

TEL 0266-46-2103（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020-11359621 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)12時00分～20時00分

900円～930円 (2)15時00分～20時00分

TEL 0263-53-3003（従業員数 1人 ）
パート労働者 20020-11655321 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時15分～15時30分

877円～900円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～18時00分

TEL 0263-34-5750（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-11573521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

900円～900円 (2)9時00分～12時00分

TEL 0263-53-4300（従業員数 14人 ）
パート労働者 20020-11589821 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

900円～900円

TEL 0263-52-2451（従業員数 40人 ）
パート労働者 20020-11636221 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～17時00分

877円～877円 (2)9時30分～16時30分

TEL 0263-35-3344（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-11597821 就業場所 長野県塩尻市

清掃業務（中南信運転免
許センター）

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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

工具研磨作業 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務 有限会社　丸信システム
流通

長野県塩尻市大門桔梗町１７番３号 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

電話オペレーター　【塩
尻市役所】　〈急募〉

太平ビルサービス　株式
会社　松本営業所

長野県松本市深志２丁目５番２６号松本第一ビ
ル７Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

接客販売 ワークマン塩尻大門店 長野県塩尻市大字大門桔梗ヶ原７７－４ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

組立／バリ取り（自動車
部品）

有限会社　遠藤製作所 長野県塩尻市大字北小野２０２番地６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調剤専任薬局サポーター 株式会社　とをしや薬局 長野県安曇野市穂高有明１００２２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

給食配膳係（学生食堂）
【東京都市大学　塩尻高
等学校】

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ヶ月未満）

不問

お仕事探しは

ハローワークで！
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。

求職申込（求職登録）

相談窓口で職業相談

応募したい求人が決まったら

紹介状を発行します。

パソコンを使って求人を検索
（ハローワークインターネットサービス）

受付へご用件をお話しください

検索後、窓口で相談したい方は、

受付へ声をかけてください。

☆☆ハローワークご利用の流れ

現在、新型コロナウイルス

感染症対策として、入室時

の検温とマスク着用にご協

力をお願いしています。
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