
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ヶ月単位）

69歳以下 (1)8時00分～18時00分

250,000円～500,000円

TEL 0263-51-0789（従業員数 70人 ）
正社員 20020- 1770631 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)10時00分～19時00分

200,000円～400,000円

TEL 0263-51-5855（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 1317731 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時15分

195,200円～400,000円

TEL 0263-52-0626（従業員数 261人 ）
正社員 20020- 1514131 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- 1846831 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時10分

250,000円～350,000円

TEL 0263-52-2918（従業員数 113人 ）
正社員 20020- 1384331 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時10分

200,000円～350,000円

TEL 0263-52-2918（従業員数 113人 ）
正社員 20020- 1385631 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 フレックス
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

250,000円～340,000円

TEL 0263-52-0180（従業員数 150人 ）
正社員 20020- 1734431 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～300,000円

TEL 0263-54-4072（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 1727731 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時20分～17時15分

190,000円～280,000円

TEL 0263-52-0329（従業員数 27人 ）
正社員 20020- 1450131 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時00分

166,870円～268,620円

TEL 03-5544-9065（従業員数 7人 ）
正社員 20020- 1792431 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

180,000円～260,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)21時00分～6時00分

TEL 0263-38-7020（従業員数 10人 ）
正社員 20020- 1416631 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1年単位）
59歳以下 月額換算 (1)7時00分～15時00分

190,000円～260,000円

TEL 0263-52-0737（従業員数 24人 ）
正社員 20020- 1755931 就業場所 長野県塩尻市

袋詰め荷造・運搬【急
募】

有限会社　昭光産業 長野県塩尻市大字宗賀１番地　（株）レゾ
ナック・セラミックス塩尻工場内

雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能
者

玉掛技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

警備職員　幹部候補【ト
ライアル／就職氷河期世
代歓迎求人】

株式会社　エム・エス・
ディ　本社

長野県松本市旭１丁目４－２ 雇用・労災・
健康・厚生

交通誘導警備業務検定２
級

原動機付自転車免許

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

販売・倉庫業務 株式会社　明世総合サー
ビスセンター

長野県塩尻市大字広丘野村角前１９５８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

段ボールケース製造 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

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

製缶板金・機械修繕 株式会社　薗部技研 長野県塩尻市宗賀１番地　株式会社レゾナッ
ク塩尻事業所内

雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能
者

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

８トン限定中型自動車免
許

経理 昭和電工セラミックス
株式会社　塩尻工場

長野県塩尻市大字宗賀１番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

プラスチック成形金型製
作技術者

株式会社　サンコー 長野県塩尻市大字広丘野村９５９番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

１級強化プラスチック成
形技能士

雇用期間の定めなし 定年を上限

プラスチック成形金型の
設計

株式会社　サンコー 長野県塩尻市大字広丘野村９５９番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

１級プラスチック成形技
能士

雇用期間の定めなし 定年を上限

ソフト設計業務（プリン
タ製品化設計）【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

エンジン部品等の出荷お
よび生産管理業務

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 定年を上限

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

総合職 株式会社　グローバル
ガード

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０

℡ 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５年１月２６日発行 （１月１７日～１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 変形（1年単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

213,840円～255,640円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-38-7020（従業員数 15人 ）
正社員以外 20020- 1451031 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)8時15分～17時15分

195,000円～250,000円

TEL 0263-52-0626（従業員数 261人 ）
正社員 20020- 1516831 就業場所 長野県塩尻市 給付

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～62歳 (1)5時00分～14時15分

200,000円～250,000円 (2)8時00分～17時15分

TEL 0263-26-6261（従業員数 15人 ）
正社員 20020- 1624331 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
35歳以下 (1)7時00分～16時00分

205,000円～250,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-85-1205（従業員数 50人 ）
正社員 20020- 1671231 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)8時30分～17時30分

200,000円～250,000円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
正社員 20020- 1780131 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00分～14時40分

180,000円～250,000円 (2)7時00分～15時40分

(3)20時30分～6時10分

TEL 0263-26-5704（従業員数 39人 ）
正社員 20020- 1782831 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)9時15分～17時00分

180,000円～240,000円

TEL 0263-36-5483（従業員数 32人 ）
正社員 20020- 1504631 就業場所 長野県塩尻市ほか 拠出

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時05分

170,000円～240,000円

TEL 0263-52-2501（従業員数 65人 ）
正社員 20020- 1730031 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

160,000円～240,000円

TEL 0263-52-2239（従業員数 13人 ）
正社員 20020- 1759231 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1年単位）
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

164,160円～237,600円 (2)8時30分～17時30分

(3)21時00分～6時00分

TEL 0263-38-7020（従業員数 10人 ）
正社員以外 20020- 1449331 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時30分～17時30分

180,000円～230,000円 (2)7時30分～16時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0263-53-5090（従業員数 11人 ）
正社員 20020- 1430731 就業場所 長野県塩尻市

日給
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

164,480円～226,240円 (2)8時30分～17時30分

(3)21時00分～6時00分

TEL 0263-38-7020（従業員数 10人 ）
正社員以外 20020-    7930 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
30歳以下 (1)8時25分～17時20分

178,500円～225,000円

TEL 0263-56-2111（従業員数 50人 ）
正社員 20020- 1686131 就業場所 長野県塩尻市 拠出

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 月額換算 (1)5時00分～14時15分

177,984円～222,566円 (2)8時00分～17時15分

TEL 0263-26-6261（従業員数 15人 ）
正社員以外 20020- 1626931 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～220,000円

TEL 0263-51-1128（従業員数 5人 ）
正社員 20020- 1366531 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～17時30分

160,000円～220,000円

TEL 0263-52-0936（従業員数 8人 ）
正社員 20020- 1806431 就業場所 長野県塩尻市

自動車整備工 株式会社　中信自動車 長野県塩尻市大門桔梗町１０－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

三級自動車ガソリン・エ
ンジン整備士

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車検査員

訪問介護員（サービス提
供責任者）

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

社会福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

食品製造・製造管理 株式会社　信栄食品 長野県松本市大字並柳４－１－３７ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

製本作業員 日本ハイコム　株式会社 長野県塩尻市大字北小野４７２４番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

警備スタッフ（期間限
定）

株式会社　エム・エス・
ディ　本社

長野県松本市旭１丁目４－２ 雇用・労災 原動機付自転車免許

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

介護職 小規模多機能型居宅介護
施設　れんげ荘　【株式
会社　藤川組】

長野県塩尻市広丘堅石１１９０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了
者

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

警備員スタッフ（中信地
区）【未経験者歓迎】

株式会社　エム・エス・
ディ　本社

長野県松本市旭１丁目４－２ 雇用・労災・
健康・厚生

交通誘導警備業務検定２
級

原動機付自転車免許

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

精密機械部品加工 洗馬精密工業　株式会社 長野県塩尻市大字洗馬２８１８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

プレス（加工）オペレー
ター

三全精工　株式会社 長野県塩尻市大字広丘郷原南原１０００－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

商工会議所共済・福祉制
度推進スタッフ※松本、
塩尻

アクサ生命保険　株式会
社　松本営業所

長野県松本市中央１－２３－１　松本商工会
館２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

【塩尻】運行管理業務
正社員

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

運行管理者（旅客）

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務員 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

運行管理者（貨物）

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

中型自動車免許

販売員（正社員）惣菜部
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

食品製造・製造管理 株式会社　信栄食品 長野県松本市大字並柳４－１－３７ 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

自動車部品・建設機械部
品の寸法測定作業員

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 定年を上限

警備員（簡易信号のオペ
レーター）

株式会社　エム・エス・
ディ　本社

長野県松本市旭１丁目４－２ 雇用・労災・
健康・厚生

交通誘導警備業務検定２
級

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
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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）
29歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～210,000円 (2)8時30分～13時00分

(3)8時30分～13時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 1682731 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)5時35分～12時35分

205,632円～205,632円 (2)5時40分～13時40分

(3)7時00分～18時40分

TEL 0263-26-5704（従業員数 37人 ）
正社員以外 20020- 1415331 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～64歳 月額換算 (1)19時00分～4時00分

194,880円～194,880円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 1716231 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

192,000円～192,000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- 1820831 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)5時30分～17時30分

185,000円～185,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0263-53-2253（従業員数 30人 ）
正社員 20020- 1644031 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)7時50分～16時50分

174,528円～174,528円

TEL 0263-58-2075（従業員数 13人 ）
正社員以外 20020- 1758831 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

150,000円～170,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0263-58-2474（従業員数 11人 ）
正社員 20020- 1480331 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

161,408円～161,408円

TEL 0263-52-0640（従業員数 14人 ）
正社員以外 20020- 1635131 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30分～17時15分

158,100円～158,100円

TEL 0263-24-3345（従業員数 12人 ）
正社員以外 20020- 1833331 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,200円～1,500円

TEL 0263-86-4410（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020- 1474931 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,150円～1,350円

TEL 0263-50-5161（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020- 1314231 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)8時30分～12時00分

1,300円～1,300円 (2)14時00分～18時00分

TEL 0263-58-2474（従業員数 11人 ）
パート労働者 20020- 1482931 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時45分～9時45分

1,000円～1,210円 (2)14時00分～18時00分

TEL 0263-51-6211（従業員数 140人 ）
パート労働者 20020- 1631731 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時00分～17時00分

920円～1,100円

TEL 0263-52-0446（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 1460231 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)18時00分～22時00分

1,030円～1,100円

TEL 0263-85-1205（従業員数 37人 ）
パート労働者 20020- 1663531 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,040円～1,040円

TEL 0263-87-0601（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020- 1828131 就業場所 長野県塩尻市

保育士（パート） 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 労災 保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売員　レジ担当【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

店頭接客販売　≪急募≫ 有限会社　十字屋商店 長野県塩尻市大字洗馬２６９８番地 労災

雇用期間の定めなし 不問

デイサービスの送迎ドラ
イバー

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル塩
尻

長野県塩尻市大門八番町９番１０号 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

医療事務 医療法人　清水外科胃腸
科医院

長野県塩尻市広丘吉田２９４－２ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

グループホーム（日中支
援型）支援員　【生活支
援員】

株式会社　ウィッシュ 長野県塩尻市大字広丘野村２０５０－１０ 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ヶ月以上）
不問

美容師 ヘアスタジオ　ＭＯＮＯ 長野県塩尻市大字広丘吉田３３２２
リファインドナカムラ１０３

労災 美容師

雇用期間の定めなし 不問

倉庫内作業、ピッキング 株式会社　スワリク　松
本営業所

長野県松本市市場１０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

電車機器の整備 京王重機整備株式会社
塩尻事業所

長野県塩尻市大字広丘高出１７８３番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

医療事務 医療法人　清水外科胃腸
科医院

長野県塩尻市広丘吉田２９４－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

郵便配達（洗馬）≪急募
≫

日本郵便　株式会社　松
本南郵便局

長野県松本市平田東２－１７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

自動二輪車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

有機野菜の一般管理 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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

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

冷凍餃子の製造 Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

バス運転業務（塩尻市地
域交通バス）

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

大型自動車第二種免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

人事・労務【総合職】 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 キャリア形
成
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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

1,040円～1,040円

TEL 0263-87-0601（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020- 1840731 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時15分～17時15分

1,025円～1,025円

TEL 0263-36-2671（従業員数 29人 ）
パート労働者 20020- 1643131 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時30分～15時30分

930円～1,000円

TEL 0263-85-1205（従業員数 97人 ）
パート労働者 20020- 1653831 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時30分～15時30分

930円～1,000円

TEL 0263-85-1205（従業員数 97人 ）
パート労働者 20020- 1654231 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳以上 (1)8時30分～17時30分

908円～970円 (2)7時30分～16時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0263-53-5090（従業員数 11人 ）
パート労働者 20020- 1432631 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～12時00分

970円～970円

TEL 0263-52-0640（従業員数 14人 ）
パート労働者 20020- 1639531 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

952円～952円

TEL 0263-53-7564（従業員数 18人 ）
パート労働者 20020- 1357231 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

950円～950円

TEL 0263-52-1895（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020- 1613231 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)11時00分～20時00分

950円～950円

TEL 0263-52-1895（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020- 1615431 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

910円～910円

TEL 03-5544-9065（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020- 1789931 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

910円～910円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020- 1839231 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

160,000円～180,000円

TEL 0264-34-3766（従業員数 6人 ）
正社員 20100-  102531 就業場所 長野県塩尻市

木工家具製造 株式会社　庄太郎 長野県塩尻市贄川１７００－２ 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【市民課】（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

雑誌等の梱包作業 株式会社　明世総合サー
ビスセンター

長野県塩尻市大字広丘野村角前１９５８ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

パンの販売 有限会社　中村屋パン店 長野県塩尻市大門七番町８－３ 労災

雇用期間の定めなし 不問

パンの製造 有限会社　中村屋パン店 長野県塩尻市大門七番町８－３ 労災

雇用期間の定めなし 不問

支援員（ふれあいセン
ター広丘）

社会福祉法人　塩尻市社
会福祉協議会

長野県塩尻市大字広丘堅石２１５１－２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

事業所内の清掃 京王重機整備株式会社
塩尻事業所

長野県塩尻市大字広丘高出１７８３番地 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職 小規模多機能型居宅介護
施設　れんげ荘　【株式
会社　藤川組】

長野県塩尻市広丘堅石１１９０－３ 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

販売員（青果）　【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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

通所介護員（塩尻ききょ
う）募集！

株式会社　ニチイ学館
松本支店

長野県松本市深志２－５－２６　松本第一ビ
ル８Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

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

普通自動車第二種免許

調理員（パート） 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 労災 管理栄養士

栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調理師

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。

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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