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絆しい内審を知りたい方.応募したい方はntり のハローワークヘお越しください。
面機には ハローワークが,lrす る「椰介状Jを お持ちください。
フルタイム求人で、■金

"●
が日綸 時綸0場合の■●●は、月平均力■日餞で月uniした金ロ

すので、実朦●戯彙条件●により■なります。
喘●時間 勁薇日菫■によって、日,されている●■保険の加入内8が査わつてきます。
ソヽローワークでは日時綱介を行つているため、事集を綸め切つている■合があります。そ0朦はご

承ください。
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…

自動車奎偏補助 くコ′ヽッ
ク千曲店 )

雇用期間の定めなし

パート労働者

不獨

10∞円‐ 1210
日

スズキオート販売株式会社

20070-7030301

長野県干田市大字桜堂252-2

TEL 026-272-5702
麟輸

=野
県千由市

|,9¨ 0分～1:時00分

えの言載靖作業

雇用期間の定めなし

パート労働者
830円 ～■001円

有限会社 藤

2007● 7034401

長野県長野市律ノ丼小澪 111番 地 1■

TEL 090-9357-7887
●錦 所 IE野県長野市

0)7● 30分～12時00分

0)131100分 -171180分

椰)`■ 30分～17嗜30分

裂 遺 作 栞 員

層 用 期 間 の 定 めなし

パ ー ト労働 者

1∞0口～1250
円

林式会社 更嘔欽エ

2"7● 7045201

長野 県千国市杭澱下 1084

TEL 026-′2-0373

m婦 ■野嘔千菌市

|):l100分 -17"00分

配送 く長野市及び近郊 )

く急募 >

雇用期間の定めあり(4ヶ
月以上 )

パート労働者

1,200円 ～1,200

円

株式斜 ■ フレッシュベシカロ
エ

20070-7046501

長野県長野市二島町川合 1190蓄地 1

号

TEL 026-27■ 5183

●靭 所長野県長野市

|":時 OO分―

きのこ
=産

栞看

雇用期間の定めなし

パート労働者
850円 ～85o円

山崎キノコ国

20070-7052801

長野県長野市

"1中

島町口厨 1941

TEL 026-234-3085
m臀 長野県長野市

1)8中 0分～17■00分

嗜

バツカー運 乖 手

雇用 期 間 の定 めなし

正社 口以外

●

上

850円～goO円

144075円―

152550円

株式会 l■ アスター

20070-6993:01

長野県千国市大字ノヽ嗜 1580番地 1号

TEL 020-2'3-2610
卿 ,長野県千歯市

|)e中 0分 ～17"00分

送迎署員 (テイサービス ,

層用期間の定めあり(4ヶ
月以上 )

パート労働者
850円 ～900円

株式会社ミスドラルサービス
フランスペッド長野デイサー
ビスセンター

20070-6999001

長野県長野市稲里町下氷健492番地 2
号
フランスペッド(株)内

TEL 02●2843386
■瑚 I長野県長野市

|)81115分 ～101100分

(2)15時 15分～17呻OO分

歯科助手

雇用期間の定めなし

パート労働者

不固

900円 ～950円

長野県子 II市大学栗佐 1588

TEL 026-273-3004
滉輛 i長野県千山市

,)15mO分 -18時 OO分

パート労働者
009円 ～009円

手打 そば昌

200'0-7004201

長野県長野市,本■ lT月 22-5
手打 そば昌

TEL 026-285-6408
薔綿 晏野県長野市

(1,9中O分～14時30分

…

‐ 鍋 農し

ハウスクリーニング

層月期間の定めなし

正社員

69●以

23●0∞円～
30001円

株式会社 HB

2007‐ 7019401

長 野 県 長野 T篠 ノ丼 下 匝 百 田 281

TEL 026-274-●・ 473

-長 野 県長 野 市

(1)=時 eO分 -1'時 30分

総務 事務

層用期間の定めなし

工社長

69崚以

180∞ 0円～

211000円

長野県長野市篠ノ丼市施百 田281

TEL 026-274-5473
毬鰤 所長野県長野市

0)8時30分 -17時 30分

総務手霧

層用期間の定めあり(4ヶ
月末滴 )

パート労働者
850円 ～1000円

uCI長野手栞協同経含

20070-6966001

長野県長51F川 中島町今里 1008-

TEL 026-219-3861
軌澳燿所長野県長野市

“

】3輌 0分 -1:時 OO分

配選

雇用期間の定めあり(4ヶ
月未満 )

パート労働者
900円 -1,000円

株式会社 エムホーター

200'0-6971801

量野 県長野市川中島町上水譴 1フ 43番
地

TEL 026-283-3452
■卿 I【野 彙モ野市

|):時 30分～18"00分

シ三′

冨島国科 医瞬

20070-7002701

体工会 社 HB

20070-7020201



理蔵文 4ヒ 財 (出 i品や発
掘現場で作成した記録 )

の奎理作業

雇用期間の定めあり(4ケ

月未満 )

正社員以外

不閾

75∞円～75∞円

135000円 ～
135000円

―撃財国法人 長野県ヌ4ヒ

振興事業団 長野県埋蔵文
イヒ財センター

20070-6972201

長野県長野市籠ノ丼布施日 口963番 地

0)eⅢ O分～17"OO分4号

TEL 021-203-5,26
●輌 長野県長野市

交通膀尋 (i喜 )【百齢者

専用求人】

雇用期間の定めあり(4ヶ

月以上 )

正社員以外

60●以
850円 ～1000円

147560円 ～
173500円

株式会社 トスネット上信越

長野営業所

20070-6978101

長野県長野T篠ノ丼石冠再田1181蓄
地 1

TEL 026-214-7012
■
…

晏野県長野市

=形
Oヶ月■位)

0):■00分～1'時OO分

(2)21時 00分～6薔00分

バンフレット配下栞湯

雇用期間の定めあり(4ヶ
月未満 )

パート労働者
950円 ～1200円

株 式 会 社 ホ ヒー ス タイル

信,ヽ

20070-8981501

長野県千山市大手磯部 1040

TEL 026-274-5793
■剰 ケ塁野県手由市

●】OI100分 ～1;"00分

調理補助及び浣浄/長
野熙警察学棧

雇用期間の定めあり(4ヶ

月以上)

パート労働者
850円 ～∞O円

株 式会 7■ 三和 両 会 長 野 冒 長野県長野市松代町松● 149番地 12
0)5■45分 -8時 15分業所

20070-6946701

TEL 026-214-2071
薇●柳■長野県長野市

食材仕分け 検品業務
(本社 )【 急募】

雇用期間の定めあり(4ヶ
月以上 )

正社員以外

850円 ～875円

1462∞円～
150500円

株式会社 デリクンクちくま

20070-6956201

長野県長野T篠ノキ小澪428蓄地

TEL 026-292-0986
贈蛎 長野県長野市

交●倒あり

0)8時OO分～17薔15分

(2)7時 30分-16薔 45分

人手総輌

層用期間の定めなし

正社員以外

64●以
850円 ～350円

129115円 ～
12,115円

株式会tl丸金

20070-6960101

長 野 県 長 野市 篠 ノ丼 小 松 原前 河原 236
1),時 OO分 -1'時 00分フー 1

TEL 026-290-2177

-r藤 県爵 市

事務

雇用期間の定めあり(4ヶ
月以上 )

パート労働者
860円 ～380円

株式会711カ トワ

200,0-6961401

長野県千由市大宇杭瀬下815

TEL 026-285-0048
韓 所長野県千由市

1)]■ 00分～ 7時 00分

クリーニング洒品のたた
み 包装

層月期間の定めなし

パート労働者
349円 ～34● 円

長野クリーンシステム 林式

会社

20070- 6962701

工 野 界 長野 市 ス稲 再 1-31

TEL 026-28■ 1040

繊潮 】長 野 県長野 市

|"3■ 0分～1:l100分

清掃係

雇用期間の定めあり(4ヶ
月以上 )

パート労働者
350円 ～∞0円

株式会社 上山ロホテル

20070- 6965501

長野県千由市上山口温泉 lT目 69番地

|)10時 00分～181100分3

TEL 026-275-1005
麟鋼 臀長野県千山市

運転手く屋代営業所>
《急募》

雇用期間の定めなし

正社員

“
下

189600円 ～
283590円 200'0-6899901

長野第一物流株式会社 長野県千曲市大宇栗■ 1622番地

TEし 026-272-0148
読鰤 所長野県千由市

=形
(1年単位)

0)811SO分 ～181120分

軽 作 案 く急二 >

雇用期間の定めあり(4ヶ
月以上 )

パート労働者

不 閾

350円 ～9r O円

社会福祉法人四徳会 特別

養護老人ホーム グリーン

ヒル

20070- 0912801

長 野 県長 野市 篠 ノ丼布施 五 明 1973書
0)7時4S分～9時00分

(2)‖ 時15分 -13時 30分

地

TEL 026-293-6077
Fn剛,長野 県長野市

2トン～4トン 栞百
=ド

ライ
′ヽ――

雇用期間の定めあり(4ヶ

月未満)

正社員以外
1645120～
104512円

近物レックス株式会社 長

野支店

200'0-0916001

長野県長野市青木 島町入塚早北■720
■ 1

TEL 026-285-5000
●剥 キ長野県長野市

E"(1年単位)

l18mO分 ～17時00分

放課後の児童
=接

指尋
(支援員 B)

層用 /.l間 の定めあり(4ヶ
月以上 )

パート労働者
880円 ～380円

昭和児童センター

20070-6917601

長野県長野市′‖中島町今丼 1865

TEL 026 284-7488

-薔 崚 市

交■0あり

|】 4■ O分～10時OO分

(2)8螂 O分～10時30分

配遅 (月 水 全曜 日)

層用期 r.5の 定めなし

パート労働者

1000円～ 1100
円

明治牛手し千曲宅配センター

200'0-6927101

長野県千山市大手栗佐 1584-4

TEL 026-272K1427
婦輌子長野県手函市

|)4時 00分 -71130分

シエア


