
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
年俸制 変形（1年単位）

62歳以下 月額換算 (1)8時15分～17時15分

230,000円～464,000円

TEL 0263-52-0972（従業員数 20人 ）
正社員 20020-23159421 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 20020-22811821 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 20020-22823321 就業場所 長野県塩尻市ほか

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 20020-22963621 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 3人 ）
正社員 20020-23019321 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
18歳～59歳

198,300円～328,500円

TEL 0263-51-1234（従業員数 3人 ）
正社員 20020-22943221 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30分～17時30分

270,000円～300,000円

TEL 0263-88-8926（従業員数 20人 ）
正社員 20020-22955621 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15分～17時20分

200,000円～300,000円

TEL 0263-52-4580（従業員数 5人 ）
正社員 20020-23181221 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15分～17時20分

200,000円～300,000円

TEL 0263-52-4580（従業員数 5人 ）
正社員 20020-23201821 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 13人 ）
正社員 20020-23143921 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

237,500円～281,250円

TEL 0263-51-1234（従業員数 1人 ）
正社員 20020-22910421 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

230,000円～280,000円

TEL 0263-87-7889（従業員数 5人 ）
正社員 20020-22861721 就業場所 長野県塩尻市

【放課後等デイサービス
塩尻教室】児童発達支援
管理責任者

合同会社　ＲＩＧＨＴＭ
ＡＮ　ＧＲＯＵＰ

長野県松本市梓川倭９２３－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

【正社員】塩尻エリア
フィールドサポート

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

機械技術者 有限会社　大下製作所 長野県塩尻市大字片丘９８２８番地２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

金属部品の機械加工（経
験者）

有限会社　大下製作所 長野県塩尻市大字片丘９８２８番地２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

トラックドライバー（中
型）【急募】

信濃陸送　株式会社　松
本本社営業所

長野県塩尻市広丘堅石３５３－１ 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

セルフガソリンスタンド
スタッフ（Ｉ・Ｕターン
併用求人）

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

【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

生産技術業務（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

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

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

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

税務会計スタッフ 税理士法人　大沼田経営
会計事務所

長野県塩尻市大門桔梗町６－１７

℡ 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２２日発行 （１２月１３日～１２月２０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ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,600円～255,700円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-52-3321（従業員数 60人 ）
正社員 20020-23160921 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時00分～2時00分

200,000円～250,000円

TEL 0263-26-2268（従業員数 8人 ）
正社員 20020-23007721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)17時00分～2時00分

200,000円～250,000円

TEL 0263-26-2268（従業員数 8人 ）
正社員 20020-23008821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)8時15分～17時15分

200,000円～250,000円 (2)16時15分～1時05分

(3)0時15分～9時05分

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員 20020-23023821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時15分～17時05分

200,000円～250,000円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員 20020-23024221 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)8時15分～17時15分

197,200円～245,000円

TEL 0263-52-0626（従業員数 261人 ）
正社員 20020-22869121 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～230,000円

TEL 0263-52-4152（従業員数 17人 ）
正社員 20020-23017521 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時15分～17時05分

150,724円～215,794円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員以外 20020-23022721 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15分～17時20分

180,000円～210,000円

TEL 0263-52-4580（従業員数 5人 ）
正社員 20020-23183421 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15分～17時20分

180,000円～210,000円

TEL 0263-52-4580（従業員数 5人 ）
正社員 20020-23191421 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30分～22時30分

160,000円～200,000円 (2)16時00分～22時30分

(3)7時30分～16時00分

TEL 0263-25-4030（従業員数 6人 ）
正社員以外 20020-22994421 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時00分～16時45分

200,000円～200,000円

TEL 0263-54-3356（従業員数 8人 ）
正社員 20020-23217021 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)7時20分～16時20分

191,080円～197,800円 (2)8時20分～17時20分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0263-50-8905（従業員数 15人 ）
正社員以外 20020-22828721 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年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時15分

160,000円～180,000円

TEL 0263-52-0329（従業員数 27人 ）
正社員 20020-23192321 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時15分～17時05分

150,724円～165,996円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員以外 20020-23021021 就業場所 長野県塩尻市

製造補助作業員（工場内
清掃等）

株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

一般事務 有限会社　中信紙工 長野県塩尻市広丘郷原南原１０００－９ 雇用・労災・
健康・厚生

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

保育士 合同会社　グラベラ　ひ
かりテラス保育園

長野県塩尻市大字広丘高出１８１９－８ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

シェル（中子）の製造 有限会社　田中製作所 長野県塩尻市広丘野村角前１９４２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

施設警備員（えんてら
す）

株式会社　アシスト＆ソ
リューション

長野県松本市野溝西２丁目２－３２ 雇用・労災・
健康・厚生

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

資材管理 有限会社　大下製作所 長野県塩尻市大字片丘９８２８番地２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

金属部品の機械加工（未
経験者可）

有限会社　大下製作所 長野県塩尻市大字片丘９８２８番地２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造補助作業員 株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

製造要員（研磨材） 南興セラミックス　株式
会社　塩尻工場

長野県塩尻市宗賀牧野３６６１ 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

社内ネットワークの管理
及び社内インフラ保守

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

基本情報技術者

システム監査技術者

雇用期間の定めなし キャリア形
成 情報処理安全確保支援士

機械オペレーター（日
勤）

株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 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

機械オペレーター（深夜
／夜勤）

株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 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

警備員（大手配送セン
ター）【急募】〈６０歳
以上専用求人〉

有限会社　セントラル
松本支社

長野県松本市市場８－６ 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（大手配送セン
ター）

有限会社　セントラル
松本支社

長野県松本市市場８－６ 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

管理栄養士　【急募】 医療法人　元山会　中村
病院　ロングライフ塩尻

介護医療院　えんらいふ

長野県塩尻市広丘高出１６１４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

管理栄養士

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

時給 変形（1年単位）
59歳以下 月額換算 (1)8時15分～17時05分

150,724円～157,696円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員以外 20020-23015821 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問 (1)8時00分～16時00分

152,000円～152,000円 (2)8時00分～16時30分

TEL 0263-85-1050（従業員数 4人 ）
正社員以外 20020-22946321 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

2,136円～2,136円

TEL 0263-83-7342（従業員数 399人 ）
パート労働者 20020-22824621 就業場所 長野県塩尻市ほか

その他
18歳以上

1,153円～2,051円

TEL 0263-54-0509（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-23110121 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

1,600円～1,640円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0263-88-5265（従業員数 13人 ）
パート労働者 20020-23145021 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)14時00分～18時00分

910円～1,600円 (2)8時00分～16時00分

TEL 0263-87-7889（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-22899321 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)8時00分～17時00分

1,000円～1,500円

TEL 0263-26-2268（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-23010621 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

1,000円～1,500円

TEL 0263-26-2268（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-23012121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,200円～1,500円

TEL 0263-87-2455（従業員数 1人 ）
パート労働者 20020-23058221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

910円～1,100円

TEL 0263-39-7101（従業員数 22人 ）
パート労働者 20020-23079621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

910円～1,100円

TEL 0263-39-7101（従業員数 22人 ）
パート労働者 20020-23080021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

910円～1,100円

TEL 0263-39-7101（従業員数 22人 ）
パート労働者 20020-23081721 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

950円～1,100円

TEL 0263-39-7101（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020-23127921 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～10時00分

908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 20020-22985521 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30分～22時30分

1,000円～1,000円 (2)16時00分～22時30分

(3)7時30分～16時30分

TEL 0263-25-4030（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-22993521 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)10時00分～15時00分

960円～960円 (2)15時00分～19時00分

TEL 0263-53-8204（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-23083221 就業場所 長野県塩尻市

販売員 有限会社　野田屋
、

長野県塩尻市大門八番町９－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

施設警備員（えんてら
す）

株式会社　アシスト＆ソ
リューション

長野県松本市野溝西２丁目２－３２ 雇用・労災・
健康・厚生

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

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ヶ月以上）

不問

塩尻駅前　ホテル中村屋
朝食スタッフ（パート）

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ホテル中村屋　お弁当配
達・施設清掃（パート）

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ホテル中村屋　設備管理
スタッフ（パート）

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

労災 ２級ボイラー技士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ホテル中村屋　客室清掃
スタッフ　土日祝は時給
ＵＰ

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

営業事務 ブラスト　株式会社 長野県塩尻市大門幸町８－１４ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

警備員（大手配送セン
ター）【週１日からＯ
Ｋ】】

有限会社　セントラル
松本支社

長野県松本市市場８－６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

警備員（大手配送セン
ター）【急募】〈６０歳
以上専用求人〉

有限会社　セントラル
松本支社

長野県松本市市場８－６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

【保育士・児童指導員
（塩尻）】子どもたちへ
のサポート業務

合同会社　ＲＩＧＨＴＭ
ＡＮ　ＧＲＯＵＰ

長野県松本市梓川倭９２３－４ 労災 保育士

社会福祉士

雇用期間の定めなし 不問

精神保健福祉士

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

配達業務≪急募≫ 中日新聞　塩尻専売所 長野県塩尻市大門６－１－２ 労災

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

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

給食調理員（塩尻市妙義
保育園）

シダックス大新東ヒュー
マンサービス　株式会社
松本営業所

長野県松本市村井町南３－５－２
ちくま第３ビル８Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

調理師

栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

検査員 株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 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
64歳以下 (1)9時00分～15時00分

950円～950円 (2)9時00分～16時00分

TEL 0263-51-1608（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020-22839521 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)9時00分～16時00分

908円～950円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
パート労働者 20020-23013021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時30分～9時30分

950円～950円

TEL 0263-36-2118（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-23144121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

950円～950円

TEL 0263-52-0329（従業員数 27人 ）
パート労働者 20020-23231621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

920円～920円

TEL 0263-33-4667（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-22846821 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)9時30分～14時00分

920円～920円 (2)14時00分～20時00分

TEL 0263-33-4667（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020-22847221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)10時00分～14時00分

920円～920円 (2)14時00分～19時00分

TEL 0263-33-4667（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-22851121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～12時00分

920円～920円

TEL 0263-53-4611（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-22904621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

910円～910円 (2)9時00分～15時00分

(3)8時00分～15時00分

TEL 0263-53-4611（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-22903321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)5時00分～9時00分

910円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020-23093421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)17時00分～21時00分

910円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020-23094321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

910円～910円

TEL 0263-53-4611（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-23216121 就業場所 長野県塩尻市

レストランスタッフ 日本スコラ　株式会社 長野県塩尻市大字広丘郷原１７８０番地
松本歯科大学内

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

夜間店だし・値引き・清
掃スタッフ（ナイトＯ
Ｐ）

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

清掃 日本スコラ　株式会社 長野県塩尻市大字広丘郷原１７８０番地
松本歯科大学内

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

レストラン調理補助 日本スコラ　株式会社 長野県塩尻市大字広丘郷原１７８０番地
松本歯科大学内

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

クリーニング受付・受け
渡し係員

有限会社クリーニング昭
和・石芝

長野県松本市元町１丁目１番２８号 労災

雇用期間の定めなし 不問

クリーニングの受渡し業
務（ツルヤ広丘店）

有限会社　クリーニング
昭和塩尻

長野県松本市元町１丁目１番２８号 労災

雇用期間の定めなし 不問

クリーニング品の仕上げ
及び包装スタッフ

有限会社　クリーニング
昭和塩尻

長野県松本市元町１丁目１番２８号 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

段ボールケース製造の仕
上げ

有限会社　中信紙工 長野県塩尻市広丘郷原南原１０００－９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

パチンコ店の開店前清掃 株式会社　ウィルトス 長野県松本市本庄１－１－１３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

検査員 株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

電線製造 有限会社　五味製作所 長野県塩尻市大字片丘４１８１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

★ お知らせ ★

来週のホット情報は、お休みさせていただきます。

次のホット情報は、令和５年１月５日（木）に発行

いたします。
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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
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