
年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 9時00分～18時30分

285,000円～685,000円
省令１号

TEL 0263-85-4636 （従業員数 40人 ）
正社員 20020- 6324991 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 建築士（１級）
59歳以下 (1) 9時00分～18時30分 建築士（２級）

250,000円～540,000円 木造建築士
省令１号

TEL 0263-85-4636 （従業員数 40人 ）
正社員 20020- 6329591 就業場所 長野県塩尻市

月給 建築施工管理技士１級
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許一種

400,000円～500,000円 普通自動車免許ＡＴ
省令１号

TEL 0263-85-2502 （従業員数 15人 ）
正社員 20020- 6205291 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

月給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

300,000円～500,000円
省令１号

TEL 0263-85-2502 （従業員数 15人 ）
正社員 20020- 6211891 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

月給 特定曜日のみ(2)(3) 普通自動車免許一種
18歳以上 (1)16時30分～23時00分 普通自動車免許ＡＴ

250,000円～450,000円 (2)14時00分～23時00分
省令２号 (3)15時30分～21時20分

TEL 0263-24-3377 （従業員数 3人 ）
正社員 20020- 6084791 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 9時00分～18時30分 普通自動車免許一種

250,000円～450,000円 建築士（２級）
省令１号

TEL 0263-85-4636 （従業員数 47人 ）
正社員 20020- 6327891 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 9時00分～18時30分 建築士（１級）

250,000円～450,000円 建築士（２級）
省令１号

TEL 0263-85-4636 （従業員数 40人 ）
正社員 20020- 6334791 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

200,000円～400,000円
省令１号

TEL 0263-85-2502 （従業員数 15人 ）
正社員 20020- 6198491 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

月給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

200,000円～400,000円
省令１号

TEL 0263-85-2502 （従業員数 15人 ）
正社員 20020- 6200691 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

月給 普通自動車免許一種
44歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

300,000円～400,000円
省令３号のイ

TEL 0263-47-9840 （従業員数 11人 ）
正社員 20020- 6281191 就業場所 長野県塩尻市 厚生年金基金

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
64歳以下 (1) 8時00分～18時00分

180,000円～400,000円
省令２号

TEL 0263-76-0140 （従業員数 10人 ）
正社員 20020- 6437391 就業場所 長野県塩尻市他

月給
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

200,000円～350,000円
省令１号

TEL 0263-51-1234 （従業員数 8人 ）
正社員 20020- 6028891 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許一種
18歳～59歳

200,000円～350,000円
省令２号

TEL 0263-51-1234 （従業員数 10人 ）
正社員 20020- 6035791 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 建築士（１級）
59歳以下 (1) 9時00分～18時30分 建築士（２級）

202,000円～350,000円 木造建築士
省令１号

TEL 0263-85-4636 （従業員数 40人 ）
正社員 20020- 6336291 就業場所 長野県塩尻市

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

住宅の設計 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

所在地・就業場所

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

建築施工管理技士 二幸産業　株式会社　松
本営業所

長野県塩尻市広丘吉田中央１１５０－３　第２
オーイケビル１階

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

施工管理 二幸産業　株式会社　松
本営業所

長野県塩尻市広丘吉田中央１１５０－３　第２
オーイケビル１階

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

塾講師 株式会社ＧＫＯＳ 長野県松本市征矢野２－１０－１　マイパレス
高宮　東号

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

住宅検査員 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

雇用期間の定めなし

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

雇用期間の定めなし

営業（ビルメンテナン
ス、環境関連）

二幸産業　株式会社　松
本営業所

長野県塩尻市広丘吉田中央１１５０－３　第２
オーイケビル１階

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

施設管理 二幸産業　株式会社　松
本営業所

長野県塩尻市広丘吉田中央１１５０－３　第２
オーイケビル１階

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

営業（塩尻営業所） 三井マネジメント　株式
会社　松本営業所

長野県松本市島立１０６４－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

大工 有限会社　建築工房　時
遊館

長野県安曇野市三郷明盛１８３３ー２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

営業・営業企画推進
（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

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

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

雇用期間の定めなし

℡ ０２６４－２２－２２３３㈹ 

ハローワーク木曽福島 

  （木曽福島公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 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、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 

【塩尻地域版】 
平成３１年４月１１日発行（４月３日～４月１０日に受理した

すべての求人を掲載しています。） 

◎賃金の時給、日給については月額換算で表示している場合がありますので、不明な点はお問い合わせください。
◎詳しい就業場所については、お問い合わせください。 1



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ ０２６４－２２－２２３３㈹ 

ハローワーク木曽福島 

  （木曽福島公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 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、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 

【塩尻地域版】 
平成３１年４月１１日発行（４月３日～４月１０日に受理した

すべての求人を掲載しています。） 

月給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

183,000円～333,000円
省令１号

TEL 0263-54-8388 （従業員数 21人 ）
正社員 20020- 6471991 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

183,000円～333,000円
省令１号

TEL 0263-54-8388 （従業員数 21人 ）
正社員 20020- 6478091 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

183,000円～333,000円
省令１号

TEL 0263-54-8388 （従業員数 21人 ）
正社員 20020- 6532091 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

256,000円～328,800円
省令１号

TEL 0263-85-2100 （従業員数 135人 ）
正社員 20020- 6231091 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

月給
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

256,000円～328,800円
省令１号

TEL 0263-85-2100 （従業員数 135人 ）
正社員 20020- 6237891 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

月給
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

256,000円～328,800円
省令１号

TEL 0263-85-2100 （従業員数 135人 ）
正社員 20020- 6245891 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

月給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

220,000円～320,000円
年齢不問

TEL 0263-53-1673 （従業員数 5人 ）
正社員 20020- 6127191 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許一種
34歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

250,000円～300,000円
省令３号のイ

TEL 0263-47-9840 （従業員数 15人 ）
正社員 20020- 6279791 就業場所 長野県塩尻市 厚生年金基金

月給 大型自動車免許一種
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

250,000円～300,000円 (2) 9時00分～18時00分
省令３号のイ

TEL 0263-87-7626 （従業員数 5人 ）
正社員 20020- 6774591 就業場所 長野県塩尻市

日給 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

179,200円～291,200円
省令２号

TEL 090-2228-8219（従業員数 3人 ）
正社員以外 20020- 6393791 就業場所 長野県塩尻市他

月給
35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

210,000円～287,600円
省令３号のイ

TEL 0263-85-2100 （従業員数 135人 ）
正社員 20020- 6224391 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

月給
35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

210,000円～287,600円
省令３号のイ

TEL 0263-85-2100 （従業員数 135人 ）
正社員 20020- 6234991 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

月給
35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

210,000円～287,600円
省令３号のイ

TEL 0263-85-2100 （従業員数 135人 ）
正社員 20020- 6241691 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

月給 変形（１年単位） 自動車整備士（２級）
39歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許一種

173,400円～284,000円
省令３号のイ

TEL 0263-31-3640 （従業員数 9人 ）
正社員 20020- 6715291 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

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

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

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

電気電子設計技術者 株式会社　アルプス技研
松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

機械設計技術者 株式会社　アルプス技研
松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

ソフトウェア開発技術者 株式会社　アルプス技研
松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

水道設備工事全般　≪急
募≫

成岡設備　有限会社 長野県塩尻市大字桟敷１３６－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

施工作業員 三井マネジメント　株式
会社　松本営業所

長野県松本市島立１０６４－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

金属リサイクル回収 株式会社　小泉商事 長野県塩尻市大字柿沢２０６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

警備員 松本警備綜合保障 長野県松本市芳野９－１０　１０１号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ソフトウェア開発技術者
（未経験可）

株式会社　アルプス技研
松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

電気電子設計技術者（未
経験可）

株式会社　アルプス技研
松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

機械設計技術者（未経験
可）

株式会社　アルプス技研
松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

自動車整備（塩尻店） 株式会社　ホンダカーズ
松本東

長野県松本市双葉２０－１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

◎賃金の時給、日給については月額換算で表示している場合がありますので、不明な点はお問い合わせください。
◎詳しい就業場所については、お問い合わせください。 2



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ ０２６４－２２－２２３３㈹ 

ハローワーク木曽福島 

  （木曽福島公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 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、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 

【塩尻地域版】 
平成３１年４月１１日発行（４月３日～４月１０日に受理した

すべての求人を掲載しています。） 

月給 看護師
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 准看護師

190,000円～280,000円 普通自動車免許一種
省令１号

TEL 0263-51-1128 （従業員数 74人 ）
正社員 20020- 6149891 就業場所 長野県塩尻市

月給 電気工事士（第２種）
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 電気工事士（第１種）

180,000円～280,000円 普通自動車免許一種
省令３号のイ

TEL 0263-52-7544 （従業員数 6人 ）
正社員 20020- 6446691 就業場所 長野県塩尻市

月給 介護支援専門員
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

195,000円～265,000円
省令１号

TEL 0263-51-1128 （従業員数 3人 ）
正社員 20020- 6147491 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり 調理師
18歳以上 (1) 4時30分～14時00分

186,480円～260,400円 (2)10時30分～20時00分
省令２号 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0263-26-5249 （従業員数 21人 ）
正社員以外 20020- 6780891 就業場所 長野県塩尻市

月給 獣医師
不問 (1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許一種

152,500円～252,900円
年齢不問

TEL 0263-52-1188 （従業員数 63人 ）
正社員以外 20020- 6610591 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 9時30分～18時30分 普通自動車免許ＡＴ

250,000円～250,000円
省令１号

TEL 0263-87-8392 （従業員数 10人 ）
正社員 20020- 6048091 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

230,000円～250,000円
省令３号のイ

TEL 0263-87-8392 （従業員数 10人 ）
正社員 20020- 6050791 就業場所 長野県塩尻市

月給 準中型自動車免許
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

170,000円～250,000円
省令１号

TEL 0263-87-4522 （従業員数 17人 ）
正社員 20020- 6469191 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 建築士（１級）
59歳以下 (1) 9時00分～18時30分 建築士（２級）

141,400円～245,000円 木造建築士
省令１号

TEL 0263-85-4636 （従業員数 40人 ）
正社員以外 20020- 6350491 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時00分～16時00分

243,000円～243,000円
年齢不問

TEL 0263-54-5656 （従業員数 3人 ）
正社員 20020- 6794691 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位）
不問 (1) 8時30分～17時30分

180,000円～240,000円 (2) 8時00分～17時00分
年齢不問 (3)10時00分～19時00分

TEL 0263-87-0015 （従業員数 8人 ）
正社員以外 20020- 6502791 就業場所 長野県塩尻市

月給 介護支援専門員
64歳以下 (1) 8時30分～17時10分

183,400円～238,000円
省令１号

TEL 0120-194-130 （従業員数1,696人 ）
正社員 20020- 6203791 就業場所 長野県塩尻市他 確定拠出年金

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 警備員検定試験２級

150,500円～236,500円 (2)21時00分～ 6時00分
省令２号

TEL 0263-35-9440 （従業員数 14人 ）
正社員以外 20020- 6161691 就業場所 長野県塩尻市他

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
39歳以下 (1) 9時00分～18時00分

170,000円～231,000円
省令３号のイ

TEL 0263-31-3640 （従業員数 9人 ）
正社員 20020- 6713791 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

看護職 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

雇用期間の定めなし

電気工事（現場代理人又
は現場作業）

株式会社　塩尻電気工業 長野県塩尻市大字広丘郷原１７６４－１４９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

ケアマネージャー（介護
支援専門員）

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

雇用期間の定めなし

調理師・調理員（桔梗ヶ
原病院）

シダックス　株式会社
松本営業所

長野県松本市双葉１２－６３ゴールドパック株
式会社内

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

獣医師：牛の繁殖研究補
助，飼養衛生管理（臨時
的任用職員）

長野県畜産試験場 長野県塩尻市大字片丘１０９３１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

営業 株式会社　Ａｌｔｅｃ
長野支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５５２－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

施工管理（折板ガレー
ジ）

株式会社　Ａｌｔｅｃ
長野支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５５２－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

ルート配送及び倉庫作業 株式会社　関口　松本支
店

長野県塩尻市大字広丘野村角前１９１１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

住宅設計及び構造計算
（本社）
（嘱託社員）

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

雇用期間の定めなし

伐採作業員 株式会社　秀健 長野県塩尻市大字宗賀１１５６番地３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

専門学校事務 学校法人　松樹学園 長野県塩尻市大門三番町４－２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

介護支援専門員 社会医療法人財団　慈泉
会　相澤病院

長野県松本市本庄２－５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

交通誘導警備員 有限会社　サービス長野 長野県松本市中条２－１５　メゾン・ド・ロ
ワール２０１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

営業スタッフ（塩尻店） 株式会社　ホンダカーズ
松本東

長野県松本市双葉２０－１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

◎賃金の時給、日給については月額換算で表示している場合がありますので、不明な点はお問い合わせください。
◎詳しい就業場所については、お問い合わせください。 3



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ ０２６４－２２－２２３３㈹ 

ハローワーク木曽福島 

  （木曽福島公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 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、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 

【塩尻地域版】 
平成３１年４月１１日発行（４月３日～４月１０日に受理した

すべての求人を掲載しています。） 

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 8時40分～ 9時20分 普通自動車免許ＡＴ

189,750円～230,000円
省令２号

TEL 0263-47-8812 （従業員数 108人 ）
正社員以外 20020- 6183291 就業場所 長野県塩尻市他

日給 変形（１年単位）
61歳以下 (1) 8時30分～17時30分

188,790円～225,680円
省令１号

TEL 0263-54-0742 （従業員数 36人 ）
正社員 20020- 6173891 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１ヶ月単位） 自動車整備士（２級）
59歳以下 (1) 9時00分～17時30分 普通自動車免許一種

170,000円～225,000円
省令１号

TEL 0263-25-2345 （従業員数 16人 ）
正社員 20020- 6755891 就業場所 長野県塩尻市

月給 特定曜日のみ(2)(3) 医療事務士
不問 (1) 9時00分～18時00分

200,000円～220,000円 (2) 9時00分～11時30分
年齢不問

TEL 0263-87-7637 （従業員数 2人 ）
正社員 20020- 6642291 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

170,000円～220,000円 (2) 9時00分～18時00分
省令１号

TEL 0263-87-7626 （従業員数 5人 ）
正社員 20020- 6776091 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1) 8時30分～17時15分

210,200円～214,500円
年齢不問

TEL 0263-52-0280 （従業員数 450人 ）
正社員以外 20020- 6078291 就業場所 長野県塩尻市

月給 小学校教諭免許
不問 (1) 8時30分～17時15分

207,300円～213,400円
年齢不問

TEL 0263-52-0280 （従業員数 30人 ）
正社員以外 20020- 6071091 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

200,000円～200,000円
省令１号

TEL 0263-53-2350 （従業員数 20人 ）
正社員 20020- 6217691 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

151,000円～200,000円
省令３号のイ

TEL 0263-47-9840 （従業員数 14人 ）
正社員 20020- 6272591 就業場所 長野県塩尻市 厚生年金基金

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
30歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

160,000円～200,000円
省令３号のイ

TEL 0263-31-3640 （従業員数 9人 ）
正社員 20020- 6701391 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 準中型一種（５トン限

198,900円～198,900円 中型自動車免許一種
省令１号

TEL 0263-52-0884 （従業員数 8人 ）
正社員 20020- 6434591 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（１ヶ月単位）
18歳～69歳 (1) 8時00分～17時00分

175,500円～198,900円
省令２号

TEL 0263-53-5414 （従業員数 11人 ）
正社員 20020- 6496991 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位）
不問 (1) 8時00分～17時00分

178,810円～190,850円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問 (3)10時00分～19時00分

TEL 0263-53-2582 （従業員数 48人 ）
正社員 20020- 6151091 就業場所 長野県塩尻市 厚生年金基金

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
18歳～69歳 (1) 8時00分～17時00分

155,520円～190,080円
省令２号

TEL 0263-48-5212 （従業員数 30人 ）
正社員 20020- 6366691 就業場所 長野県塩尻市他

収受職　（松本～塩尻） 中日本エクストール横浜
株式会社　松本営業所

長野県松本市大字島立川原田１３４７番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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

雇用期間の定めなし

自動車の板金・塗装（塩
尻店）

松本日産自動車　株式会
社

長野県松本市高宮北３番６号 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

医療事務 皮フ科　わくいクリニッ
ク

長野県塩尻市大字大門１１１３－３
オーイケビル１階

雇用・労災

雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社　小泉商事 長野県塩尻市大字柿沢２０６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

統計業務（調査・収集・
整理）
【正規代替職員】

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）

国際理解講師 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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

検査員 株式会社　トライアン相
互

長野県塩尻市広丘郷原１０１０－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

一般事務（塩尻営業所）
＜急募＞

三井マネジメント　株式
会社　松本営業所

長野県松本市島立１０６４－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

フロントスタッフ（塩尻
店）

株式会社　ホンダカーズ
松本東

長野県松本市双葉２０－１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

製材機械オペレーター 片桐製材　株式会社 長野県塩尻市広丘堅石２１４６－３１８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

交通警備 有限会社　第一警備保障 長野県塩尻市大字宗賀３６４５－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

営業専従職 ヤマト運輸　株式会社
松本法人営業支店

長野県塩尻市大字広丘野村字角前１９４５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

警備員（幹部候補含む） 長野県交通警備　株式会
社　松本営業所

長野県松本市大字新村３３３２　ＯＴＥビル２
Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

◎賃金の時給、日給については月額換算で表示している場合がありますので、不明な点はお問い合わせください。
◎詳しい就業場所については、お問い合わせください。 4



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ ０２６４－２２－２２３３㈹ 

ハローワーク木曽福島 

  （木曽福島公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 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、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 

【塩尻地域版】 
平成３１年４月１１日発行（４月３日～４月１０日に受理した

すべての求人を掲載しています。） 

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 原動機付自転車免許

146,880円～190,080円 普通自動車免許ＡＴ
省令２号

TEL 0263-48-5212 （従業員数 30人 ）
正社員以外 20020- 6368491 就業場所 長野県塩尻市他

月給 ホームヘルパー２級
59歳以下 介護職員初任者研修

186,960円～186,960円 普通自動車免許一種
省令１号

TEL 0263-36-2671 （従業員数 818人 ）
正社員 20020- 6519991 就業場所 長野県塩尻市他

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
18歳～59歳 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

166,000円～186,000円 (2)17時00分～ 8時00分
省令１号 (3) 8時00分～ 7時59分

TEL 0263-51-5022 （従業員数 61人 ）
正社員 20020- 6215091 就業場所 長野県塩尻市他 厚生年金基金

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
18歳～59歳 (1) 7時00分～16時00分

158,000円～186,000円 (2) 8時30分～17時30分
省令２号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6610 （従業員数 46人 ）
正社員 20020- 6552491 就業場所 長野県塩尻市

時給 フォークリフト技能者
不問 (1) 9時00分～18時10分 普通自動車免許一種

183,920円～183,920円 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問

TEL 0263-87-8673 （従業員数 10人 ）
有期雇用派遣 20020- 6458891 就業場所 長野県塩尻市

時給
61歳以下 (1) 8時30分～17時15分

174,178円～181,750円
省令１号

TEL 0263-88-7865 （従業員数 17人 ）
正社員 20020- 6765591 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)21時00分～ 6時00分

180,576円～180,576円
省令２号

TEL 0263-53-4533 （従業員数 10人 ）
正社員以外 20020- 6740191 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
18歳～64歳 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

143,000円～180,000円 (2)17時00分～ 8時00分 警備員検定試験２級
省令２号

TEL 0263-31-5751 （従業員数 30人 ）
正社員 20020- 6060291 就業場所 長野県塩尻市他

月給 変形（１年単位） 美容師
不問 (1) 9時00分～18時00分

156,000円～180,000円 (2)10時00分～19時00分
年齢不問

TEL 0263-26-7338 （従業員数 0人 ）
正社員 20020- 6408291 就業場所 長野県塩尻市

日給 美容師
44歳以下 (1)10時00分～19時00分

145,824円～177,000円
省令３号のイ

TEL 0263-54-5093 （従業員数 1人 ）
正社員 20020- 6388591 就業場所 長野県塩尻市

月給 牽引免許（一種）
不問 (1) 8時00分～17時00分

175,000円～175,000円
年齢不問

TEL 0263-52-1791 （従業員数 12人 ）
正社員 20020- 6770491 就業場所 長野県塩尻市 厚生年金基金

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
18歳以上 (1) 7時00分～16時00分 介護福祉士

156,200円～171,700円 (2) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修
省令２号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6610 （従業員数 46人 ）
正社員以外 20020- 6662391 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時15分 大型特殊自動車一種

170,500円～170,500円 牽引免許（一種）
年齢不問

TEL 0263-52-1188 （従業員数 63人 ）
正社員以外 20020- 6624491 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
18歳～35歳 (1) 8時00分～17時00分

160,000円～170,000円 (2)21時00分～ 6時00分
省令３号のイ

TEL 0263-35-9440 （従業員数 60人 ）
正社員以外 20020- 6155491 就業場所 長野県塩尻市他

警備員（中信） 長野県交通警備　株式会
社　松本営業所

長野県松本市大字新村３３３２　ＯＴＥビル２
Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

訪問介護員≪急募≫ 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

雇用期間の定めなし

施設常駐警備員《急募》 セコムジャスティック上
信越　株式会社　松本営
業所

長野県塩尻市大字広丘高出１５８２番地１　橋
詰ビル３階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

介護職員（有料老人ホー
ムせせらぎ）

社会福祉法人　平成会 長野県塩尻市大字宗賀１２９８－９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

出荷、受入れ時フォーク
リフト業務

株式会社　スカイネット
長野支店

長野県松本市石芝４丁目７－１１　ガーデンハ
イツ　オリエンタル　４Ａ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

入力スイッチ接点素子の
成形業務≪急募≫

有限会社　エスポ 長野県塩尻市大字広丘野村１８１０番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

夜間受付業務 愛知車輌興業　株式会社
伊那営業所　塩尻出張所

長野県塩尻市大字宗賀５２６０－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

警備員 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

雇用期間の定めなし

スタイリスト（オープニ
ングスタッフ）（塩尻
店）

株式会社　オフィスパパ
ドゥ

長野県松本市筑摩１丁目１６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

美容師 Ｈｅａｒｔ　Ｈａｉｒ 長野県塩尻市大門四番町３－１０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

トレーラー運転 株式会社　朝日運輸 長野県塩尻市大字広丘野村１６１０－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

介護職員（有料老人ホー
ムせせらぎ）

社会福祉法人　平成会 長野県塩尻市大字宗賀１２９８－９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

飼料の生産管理及び試験
研究補助：行政事務嘱託
員

長野県畜産試験場 長野県塩尻市大字片丘１０９３１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

列車見張員 有限会社　サービス長野 長野県松本市中条２－１５　メゾン・ド・ロ
ワール２０１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

◎賃金の時給、日給については月額換算で表示している場合がありますので、不明な点はお問い合わせください。
◎詳しい就業場所については、お問い合わせください。 5



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ ０２６４－２２－２２３３㈹ 

ハローワーク木曽福島 

  （木曽福島公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 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、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 

【塩尻地域版】 
平成３１年４月１１日発行（４月３日～４月１０日に受理した

すべての求人を掲載しています。） 

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～16時45分 自動二輪車免許

161,448円～161,448円 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問

TEL 0263-58-2075 （従業員数 13人 ）
正社員以外 20020- 6567691 就業場所 長野県塩尻市

日給 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 原動機付自転車免許

151,032円～161,448円 (2) 8時30分～17時30分
省令２号

TEL 0263-87-6751 （従業員数 8人 ）
正社員以外 20020- 6615991 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時30分～11時30分

2,000円～2,000円
年齢不問

TEL 0263-25-4030 （従業員数 1人 ）
パート労働者 20020- 6062191 就業場所 長野県塩尻市

時給 建築士（１級）
不問 (1) 9時00分～18時00分 建築士（２級）

900円～1,400円 木造建築士
年齢不問

TEL 0263-85-4636 （従業員数 40人 ）
パート労働者 20020- 6355191 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～15時00分

850円～1,220円 (2) 6時00分～11時00分
年齢不問 (3)17時00分～20時00分

TEL 0263-26-5249 （従業員数 21人 ）
パート労働者 20020- 6777391 就業場所 長野県塩尻市

時給 歯科技工士
不問

1,200円～1,200円
年齢不問

TEL 0263-52-0118 （従業員数 35人 ）
パート労働者 20020- 6358691 就業場所 長野県塩尻市

時給 美容師
不問

822円～1,200円
年齢不問

TEL 0263-54-5093 （従業員数 1人 ）
パート労働者 20020- 6389191 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

900円～1,200円
年齢不問

TEL 0263-39-7101 （従業員数 41人 ）
パート労働者 20020- 6565091 就業場所 長野県塩尻市

日給
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

1,023円～1,160円
省令２号

TEL 0263-53-5414 （従業員数 11人 ）
パート労働者 20020- 6497491 就業場所 長野県塩尻市

時給 普通自動車免許一種
18歳以上 原動機付自転車免許

850円～1,100円 普通自動車免許ＡＴ
省令２号

TEL 0263-48-5212 （従業員数 30人 ）
パート労働者 20020- 6364091 就業場所 長野県塩尻市他

時給
不問

920円～1,040円
年齢不問

TEL 0263-51-6610 （従業員数 46人 ）
パート労働者 20020- 6683891 就業場所 長野県塩尻市

時給 ホームヘルパー２級
不問 (1) 9時00分～10時00分 介護福祉士

1,035円～1,035円 (2)10時00分～15時00分
年齢不問 (3)13時00分～18時00分

TEL 0263-36-2671 （従業員数 818人 ）
パート労働者 20020- 6528491 就業場所 長野県塩尻市他

時給 大型自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時30分～16時30分

850円～1,000円 (2)10時30分～18時30分
省令１号

TEL 0263-57-8111 （従業員数 101人 ）
パート労働者 20020- 6025991 就業場所 長野県塩尻市

時給 フォークリフト技能者
不問

850円～1,000円
年齢不問

TEL 0263-40-2322 （従業員数 33人 ）
パート労働者 20020- 6124891 就業場所 長野県塩尻市

＜急募＞郵便配達（洗
馬）

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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

交通誘導警備員
イベント警備員

株式会社　テイスト　中
南信営業所

長野県塩尻市大字大門１００３－４　高原ビル
２階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

清掃スタッフ（キッセイ
商事澤志庵（たくしあ
ん）製麺所）

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 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

住宅設計及び構造計算
（本社）
（パート）

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

調理補助（桔梗ヶ原病
院）

シダックス　株式会社
松本営業所

長野県松本市双葉１２－６３　ゴールドパック
株式会社内

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

歯科技工士 医療法人　弘仁会　鴨居
歯科医院

長野県塩尻市大字大門１－１６－１４ 労災

雇用期間の定めなし

美容師 Ｈｅａｒｔ　Ｈａｉｒ 長野県塩尻市大門四番町３－１０ 労災

雇用期間の定めなし

ホテルの和食調理補助
「ホテル中村屋」

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）

交通警備 有限会社　第一警備保障 長野県塩尻市大字宗賀３６４５－６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

警備員（中信）≪急募≫ 長野県交通警備　株式会
社　松本営業所

長野県松本市大字新村３３３２　ＯＴＥビル２
Ｆ

労災

雇用期間の定めなし

介護職員（有料老人ホー
ムせせらぎ）

社会福祉法人　平成会 長野県塩尻市大字宗賀１２９８－９２ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ニチイライフ（家事代
行）

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

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

お客様の送迎 株式会社　クア・アン
ド・ホテル　信州健康ラ
ンド

長野県塩尻市広丘吉田３６６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

倉庫内作業（三菱食品倉
庫）　≪急募≫

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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

◎賃金の時給、日給については月額換算で表示している場合がありますので、不明な点はお問い合わせください。
◎詳しい就業場所については、お問い合わせください。 6



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ ０２６４－２２－２２３３㈹ 

ハローワーク木曽福島 

  （木曽福島公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 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、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 

【塩尻地域版】 
平成３１年４月１１日発行（４月３日～４月１０日に受理した

すべての求人を掲載しています。） 

時給
不問

1,000円～1,000円
年齢不問

TEL 0263-53-4773 （従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 6290091 就業場所 長野県塩尻市

時給 ボイラー技士（２級）
不問 (1) 8時00分～17時00分 電気工事士（第１種）

1,000円～1,000円
年齢不問

TEL 0263-35-3344 （従業員数 2人 ）
パート労働者 20020- 6372091 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～15時00分

830円～1,000円
年齢不問

TEL 0263-39-7101 （従業員数 41人 ）
パート労働者 20020- 6564191 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

850円～1,000円
年齢不問

TEL 0263-52-0142 （従業員数 8人 ）
パート労働者 20020- 6721891 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時00分～15時00分

900円～1,000円 (2) 9時00分～14時00分
年齢不問 (3)11時00分～16時00分

TEL 0263-87-7626 （従業員数 5人 ）
パート労働者 20020- 6775191 就業場所 長野県塩尻市

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～13時00分

850円～1,000円
年齢不問

TEL 0263-85-0013 （従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 6783191 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～17時15分

1,000円～1,000円 (2) 8時30分～17時15分
年齢不問 (3) 9時00分～13時00分

TEL 0263-53-7564 （従業員数 26人 ）
パート労働者 20020- 6804391 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 8時30分～17時30分

1,000円～1,000円 (2) 9時00分～17時30分
年齢不問 (3) 9時00分～13時00分

TEL 0263-53-7564 （従業員数 20人 ）
パート労働者 20020- 6808791 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修
18歳以上 (1)16時30分～ 9時30分 ホームヘルパー２級

960円～960円
省令２号

TEL 0263-36-2671 （従業員数 818人 ）
パート労働者 20020- 6530591 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1) 9時00分～17時00分

900円～950円 (2) 9時00分～14時00分
年齢不問 (3)14時00分～18時00分

TEL 0263-53-2582 （従業員数 48人 ）
パート労働者 20020- 6160391 就業場所 長野県塩尻市 厚生年金基金

時給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～16時00分

920円～920円
省令１号

TEL 0263-53-2818 （従業員数 10人 ）
パート労働者 20020- 6558091 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～17時00分

900円～900円
年齢不問

TEL 0263-51-5110 （従業員数 188人 ）
パート労働者 20020- 6023391 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～17時00分

825円～900円 (2) 9時00分～17時30分
年齢不問

TEL 0263-54-0742 （従業員数 45人 ）
パート労働者 20020- 6089091 就業場所 長野県塩尻市

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～12時00分 フォークリフト技能者

850円～900円
年齢不問

TEL 0266-46-2103 （従業員数 23人 ）
パート労働者 20020- 6156791 就業場所 長野県塩尻市

調理補助・接客 韓国料理　美蘭 長野県塩尻市広丘原新田２１５－２５ 労災

雇用期間の定めなし

設備管理スタッフ（えん
ぱーく）【急募】

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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

客室清掃「ホテル中村
屋」

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）

惣菜製造販売（大門ウイ
ングロード内）

株式会社　加藤鯉鶏肉店 長野県塩尻市大字大門１－１３－２１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

金属リサイクル回収の補
助業務

株式会社　小泉商事 長野県塩尻市大字柿沢２０６－１ 労災

雇用期間の定めなし

事務職 ひろおかさくらレディー
スウィメンズクリニック

長野県塩尻市広丘吉田３１９１ 労災

雇用期間の定めなし

介護員 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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

介護員 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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

介護職員≪急募≫ 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

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宅急便の発送作業 ヤマト運輸　株式会社
松本法人営業支店

長野県塩尻市大字広丘野村字角前１９４５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

配送スタッフ 有限会社　クリーニング
昭和塩尻

長野県塩尻市大字広丘堅石２１４５－３６２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

事務（生産管理）（塩
尻）

シスメックスＲＡ　株式
会社

長野県塩尻市大字広丘野村１８５０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

冷凍食品製造及び食品包
装

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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

納品・引取り業務 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）

◎賃金の時給、日給については月額換算で表示している場合がありますので、不明な点はお問い合わせください。
◎詳しい就業場所については、お問い合わせください。 7



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ ０２６４－２２－２２３３㈹ 

ハローワーク木曽福島 

  （木曽福島公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 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、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 

【塩尻地域版】 
平成３１年４月１１日発行（４月３日～４月１０日に受理した

すべての求人を掲載しています。） 

時給
不問 (1) 9時00分～17時00分

825円～900円 (2) 9時00分～17時30分
年齢不問

TEL 0263-54-0742 （従業員数 45人 ）
パート労働者 20020- 6172791 就業場所 長野県塩尻市

時給 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 原動機付自転車免許

875円～875円
省令２号

TEL 0263-35-9440 （従業員数 60人 ）
パート労働者 20020- 6162991 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～15時00分

860円～860円 (2) 9時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0263-59-7008 （従業員数 46人 ）
パート労働者 20020- 6348391 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

830円～850円
年齢不問

TEL 0263-51-1608 （従業員数 9人 ）
パート労働者 20020- 6129391 就業場所 長野県塩尻市

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

850円～850円
年齢不問

TEL 0263-85-2502 （従業員数 15人 ）
パート労働者 20020- 6167591 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下

850円～850円
省令１号

TEL 0263-58-2829 （従業員数 19人 ）
パート労働者 20020- 6174291 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

850円～850円 (2) 9時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0263-50-4224 （従業員数 0人 ）
有期派遣パート 20020- 6340991 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

850円～850円 (2) 9時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0263-50-4224 （従業員数 0人 ）
有期派遣パート 20020- 6359991 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

850円～850円
年齢不問

TEL 0263-87-0015 （従業員数 11人 ）
パート労働者 20020- 6504291 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～15時00分

840円～840円
年齢不問

TEL 0263-53-2818 （従業員数 10人 ）
パート労働者 20020- 6556591 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（１年単位）
不問 (1) 8時30分～17時30分

830円～830円 (2) 9時00分～15時15分
年齢不問 (3) 9時00分～12時00分

TEL 0263-86-3933 （従業員数 84人 ）
パート労働者 20020- 6220291 就業場所 長野県塩尻市

冷凍食品製造及び食品包
装

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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

交通誘導警備員 有限会社　サービス長野 長野県松本市中条２－１５　メゾン・ド・ロ
ワール２０１

雇用・労災

雇用期間の定めなし

麺類の包装・出荷作業
【急募】

キッセイ商事　株式会社 長野県松本市平田東２－１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

銅線の巻き返し検査 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

日常メンテナンス 二幸産業　株式会社　松
本営業所

長野県塩尻市広丘吉田中央１１５０－３　第２
オーイケビル１階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

システムキッチンの製造 株式会社　二木製作所 長野県塩尻市大字広丘吉田１０９６ 労災

雇用期間の定めなし

病院内清掃（紹介予定派
遣）

株式会社　バリュークリ
エーション

長野県松本市沢村３丁目１－６
小林ビル２Ｆ

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

病院内清掃（紹介予定派
遣）

株式会社　バリュークリ
エーション

長野県松本市沢村３丁目１－６
小林ビル２Ｆ

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

製造作業（食品） 株式会社　ピックルス
コーポレーション長野

長野県塩尻市大字広丘吉田１７１０番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

営業（学校訪問） 学校法人　松樹学園 長野県塩尻市大門三番町４－２４ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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

長野県塩尻市大字広丘堅石２１４５－３６２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

◎賃金の時給、日給については月額換算で表示している場合がありますので、不明な点はお問い合わせください。
◎詳しい就業場所については、お問い合わせください。 8



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

℡ ０２６４－２２－２２３３㈹ 

ハローワーク木曽福島 

  （木曽福島公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 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、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 

【塩尻地域版】 
平成３１年４月１１日発行（４月３日～４月１０日に受理した

すべての求人を掲載しています。） 

 

日  時 ： 平成３１年 ４月 １７日（水）１０時３０分～１２時 

                                 

場  所 ： ハローワーク木曽福島 １階 会議室 
 

開催企業 ： 株式会社  グローバルガード（総合警備業） 
 

募集職種 ： 交通誘導スタッフ 
        （20020-5744491）  雇用形態：正社員 

        （20020-5747291）  雇用形態：パート 

         

  ★ まずは会社の説明を聞いてみませんか。 

    興味のある方は、 この機会にぜひご参加ください。 

       （面接を希望される方は、できれば履歴書をお持ち下さい） 

訓練期間 ：平成31年 5月１０日（金）～ 8月９日（金） 

             ＜55日間 ３２２時間＞ 

訓練施設 ：上松町公民館 

応募締切 ：平成31年 4月１８日（木） 

選考日時 ：平成31年 4月２２日（月）14時～ 

選考会場 ：長野県上松技術専門校 

お問合せ：長野県上松技術専門校  ＴＥＬ 0264-52-3330 

お申込み：ハローワーク木曽福島  ＴＥＬ 0264-22-2233 

 

 

受講対象者：就職を希望し、ハローワークに求職登録している方。 

      就職のためのＰＣスキル習得を希望し、公共職業安定所長より受講指示、 

      受講推薦又は支援指示を受けた求職者。パソコン操作初級程度の方。 

受講料   無料 

募集定員12名 

参加は自由！ 

お申込不要！ 

◎賃金の時給、日給については月額換算で表示している場合がありますので、不明な点はお問い合わせください。
◎詳しい就業場所については、お問い合わせください。 9


