
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 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時30分

224,000円～600,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020-22498621 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00分～18時30分

224,000円～600,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020-22502621 就業場所 長野塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

224,000円～600,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020-22518521 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00分～18時30分

224,000円～520,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020-22527421 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00分～18時30分

224,000円～500,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020-22493821 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00分～18時30分

224,000円～500,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020-22504121 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

224,000円～500,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020-22511621 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

200,000円～400,000円

TEL 0263-54-8388（従業員数 25人 ）
正社員 20020-22293421 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

200,000円～400,000円

TEL 0263-54-8388（従業員数 25人 ）
正社員 20020-22294321 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

200,000円～400,000円

TEL 0263-54-8388（従業員数 25人 ）
正社員 20020-22295621 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

200,000円～400,000円

TEL 0263-54-8388（従業員数 25人 ）
正社員 20020-22399221 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

224,000円～400,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020-22526521 就業場所 長野県塩尻市

ＤＴＰデザイナー 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

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

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

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

Ｗｅｂマーケティング 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

新築・リフォームの施工
管理

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

一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

木造建築士

新築住宅販売、営業 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

住宅設計及び構造計算
（本社）（正社員）

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

一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

木造建築士

資材調達・仕入れ担当
（塩尻本社）

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

一般建築（店舗、工場な
ど）の意匠設計・空間デ
ザイナー

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

一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

２級建築施工管理技士

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

店舗・工場などの一般建
築営業

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９

℡ 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１２月１５日発行 （１２月６日～１２月１３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 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 20020-22811821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (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 20020-22693121 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

224,000円～350,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020-22521121 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00分～18時00分

175,000円～300,000円

TEL 0263-87-1270（従業員数 4人 ）
正社員 20020-22681321 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)7時30分～17時30分

255,000円～300,000円

TEL 0263-40-2322（従業員数 32人 ）
正社員 20020-22764121 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 38人 ）
正社員 20020-22580721 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

240,000円～260,000円

TEL 0263-52-2581（従業員数 15人 ）
正社員 20020-22415921 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15分

216,000円～259,250円

TEL 0263-24-8000（従業員数 5人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-22354021 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15分

216,000円～259,250円

TEL 0263-24-8000（従業員数 10人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-22355721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
44歳以下

181,500円～258,000円

TEL 0263-27-6700（従業員数 6人 ）
正社員 20020-22433121 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
35歳以下 (1)6時30分～15時30分

205,000円～250,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)8時00分～17時00分

TEL 0263-85-1205（従業員数 50人 ）
正社員 20020-22305821 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
18歳～35歳 (1)8時30分～17時30分

180,000円～250,000円 (2)20時30分～5時30分

TEL 0263-57-4556（従業員数 83人 ）
正社員 20020-22324421 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～250,000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 7人 ）
正社員 20020-22377621 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

158,000円～250,000円 (2)16時30分～8時30分

TEL 0263-31-5751（従業員数 30人 ）
正社員 20020-22542521 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

158,000円～250,000円 (2)16時30分～8時30分

TEL 0263-31-5751（従業員数 30人 ）
正社員 20020-22543421 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

179,200円～232,960円

TEL 0263-54-4800（従業員数 8人 ）
正社員 20020-22695721 就業場所 長野県塩尻市

仏壇・仏具の店頭販売と
セレモニーセンター（葬
祭）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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

警備員【工事現場・イベ
ント他】

株式会社　アイ・エス警
備

長野県松本市大字島内３５３２番地７ 雇用・労災・
健康・厚生

雑踏警備業務検定２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

施設警備員　　【常駐】 株式会社　アイ・エス警
備

長野県松本市大字島内３５３２番地７ 雇用・労災・
健康・厚生

警備員検定試験（２級）

雇用期間の定めなし 定年を上限

塗装オペレーター・木材
加工オペレーター

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

印刷機械のオペレータ 株式会社　綜合印刷 長野県塩尻市大字広丘吉田６５９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

販売員（正社員）鮮魚部
門

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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

灯油配送員 株式会社　武重商会　松
本支店

長野県松本市高宮東１－３０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

危険物取扱者（乙種）

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めなし キャリア形
成

開発補助 株式会社　エイジェック
松本オフィス

長野県松本市野溝西２丁目２番３２号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

開発補助 株式会社　エイジェック
松本オフィス

長野県松本市野溝西２丁目２番３２号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ワイン用ぶどうの栽培 信濃ワイン　株式会社 長野県塩尻市大字洗馬７８３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

木材加工オペレーター 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

運転手（ルート配送）
【週５日勤務】（広丘堅
石）

株式会社　ナガタ運輸 長野県松本市大字和田６５３２－５ 雇用・労災・
健康・厚生

８トン限定中型自動車免
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

不動産営業（塩尻店） 株式会社リソイス 長野県松本市美須々７－１ 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

インテリアコーディネー
ター

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

インテリアコーディネー
ター

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

雇用期間の定めなし 不問

エレキ設計業務（小型射
出成形機開発）【塩尻
市】

株式会社　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
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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
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

182,000円～230,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)8時30分～17時30分

TEL 0263-31-0733（従業員数 7人 ）
正社員 20020-22330221 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1年単位）
61歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

197,800円～227,900円

TEL 0263-54-0742（従業員数 40人 ）
正社員 20020-22663521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～40歳 (1)8時15分～17時15分

197,200円～226,800円 (2)20時15分～5時15分

TEL 0263-52-0626（従業員数 261人 ）
正社員 20020-22388021 就業場所 長野県塩尻市 給付

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～210,000円

TEL 0263-87-4601（従業員数 11人 ）
正社員 20020-22679821 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45分

180,000円～210,000円

TEL 0263-87-4601（従業員数 11人 ）
正社員 20020-22684121 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

184,500円～204,500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 33人 ）
正社員 20020-22426721 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)8時30分～17時15分

176,700円～198,787円 (2)20時30分～5時15分

TEL 0263-24-8000（従業員数 30人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-22363721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時10分～17時15分

184,389円～192,770円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-22471421 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時15分

162,248円～191,440円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-22809921 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

157,032円～157,032円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-31-8891（従業員数 38人 ）
正社員 20020-22569321 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)8時00分～17時00分

157,032円～157,032円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-31-8891（従業員数 38人 ）
正社員 20020-22576421 就業場所 長野県塩尻市ほか

その他 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)6時00分～15時00分

155,918円～155,918円 (2)13時00分～22時00分

(3)17時00分～2時00分

TEL 0263-26-5704（従業員数 37人 ）
正社員以外 20020-22287621 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)8時45分～18時30分

1,500円～1,500円

TEL 0263-52-0498（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-22756121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～12時30分

1,100円～1,300円 (2)14時00分～18時00分

TEL 0263-53-5050（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-22617621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

910円～1,200円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
パート労働者 20020-22512921 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)8時30分～16時30分

1,200円～1,200円

TEL 0263-87-4601（従業員数 11人 ）
パート労働者 20020-22686721 就業場所 長野県塩尻市

納品・引取り等（外回
り）

メカニック・パーツ　株
式会社

長野県塩尻市大字広丘吉田１１７０‐３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＣＡＤオペレーター 株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災 一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 不問

歯科助手 かわしま歯科医院 長野県塩尻市大字大門６８－８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

歯科衛生士（土曜日の
み）

歯科手塚医院 長野県塩尻市宗賀７３－２５８ 労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

タクシー乗務員　塩尻営
業所【契約社員】２種免
許取得制度有

アルピコタクシー　株式
会社

長野県松本市南松本１－１－２５ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

警備員（松本地域）【６
０歳以上専用求人】

株式会社　アルプス警備
保障

長野県松本市埋橋１－７－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

警備員　（松本地域） 株式会社　アルプス警備
保障

長野県松本市埋橋１－７－９ 雇用・労災・
健康・厚生

原動機付自転車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

食品製造（ぎょうざ） 株式会社　キャリアバン
ク

長野県松本市野溝西２丁目１１－３
　ハウスグラストン２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

検査 株式会社　サン・スタッ
フ松本

長野県松本市蟻ケ崎２丁目６番２号　ＫＰビ
ル１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

製造（電子部品）作業員 株式会社　エイジェック
松本オフィス

長野県松本市野溝西２丁目２番３２号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

法令の規定
により年齢
制限がある

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 定年を上限

介護職員初任者研修修了
者

フライス盤工 メカニック・パーツ　株
式会社

長野県塩尻市大字広丘吉田１１７０‐３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

納品・引取り等（機械加
工品）

メカニック・パーツ　株
式会社

長野県塩尻市大字広丘吉田１１７０‐３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

【急募】自動車部品（ベ
アリングハウジング）の
製造・検査

株式会社　ヤマトイン
テック

長野県塩尻市大字広丘野村１０４８ 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 キャリア形
成

食品製造 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

その他の食料品製造関係
資格

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

児童指導員・保育士 企業組合　労協ながの
中信事業本部

長野県松本市新村下新２９２７－２　新東ビ
ル２－３号室

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
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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)15時00分～20時30分

923円～1,127円 (2)17時00分～20時30分

TEL 0263-83-7342（従業員数 17人 ）
パート労働者 20020-22365221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)14時00分～18時00分

1,000円～1,031円 (2)11時00分～15時00分

(3)9時00分～16時00分

TEL 0263-31-0733（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-22417021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

1,000円～1,000円

TEL 0263-36-2118（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-22513121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

910円～1,000円

TEL 0263-40-2322（従業員数 32人 ）
パート労働者 20020-22761321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

910円～1,000円 (2)13時00分～19時00分

TEL 0263-40-2322（従業員数 32人 ）
パート労働者 20020-22762621 就業場所 長野県塩尻市

その他
59歳以下

950円～950円

TEL 0263-52-2451（従業員数 40人 ）
パート労働者 20020-22333321 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 (1)8時15分～9時30分

910円～910円 (2)15時15分～16時30分

TEL 0263-31-0733（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-22346721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

910円～910円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020-22359421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～11時00分

910円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020-22682621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時30分～10時30分

910円～910円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020-22685021 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

908円～908円

TEL 0263-52-2451（従業員数 40人 ）
パート労働者 20020-22321821 就業場所 長野県塩尻市

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

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

一般事務マイナンバー業
務（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ヶ月未満）

不問

送迎運転手（塩尻協立病
院）

企業組合　労協ながの
中信事業本部

長野県松本市新村下新２９２７－２　新東ビ
ル２－３号室

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 定年を上限

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

倉庫内作業（広丘堅石） 株式会社　ナガタ運輸 長野県松本市大字和田６５３２－５ 雇用・労災 フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

物流事務（広丘堅石） 株式会社　ナガタ運輸 長野県松本市大字和田６５３２－５ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

松本歯科大学寮の清掃業
務

株式会社　ウィルトス 長野県松本市本庄１－１－１３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

児童指導員または保育士 企業組合　労協ながの
中信事業本部

長野県松本市新村下新２９２７－２　新東ビ
ル２－３号室

労災 保育士

雇用期間の定めなし 不問

店舗販売接客（桔梗ヶ原
店）

株式会社　とをしや薬局 長野県安曇野市穂高有明１００２２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ハローワーク木曽福島

☎ ０２６４-２２-２２３３

※ハローワークインターネットサービスで『求職者マイページ』を開設できます！

詳しくはハローワークまでお問合せください。

https://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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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

★参加企業については、ハローワークまでお問い合わせください。
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