
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

年俸

59歳以下 (1) 9時00分～17時30分

208,334円～500,000円

省令１号

TEL 0263-51-9296（従業員数 3人 ）

正社員 20020- 7746491 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１ヶ月単位） フォークリフト技能者

18歳以上 (1) 8時15分～17時00分 普通自動車免許一種

194,600円～401,000円 (2) 6時00分～14時45分 普通自動車免許ＡＴ

省令２号 (3)15時15分～ 0時00分

TEL 0263-52-0626（従業員数 230人 ）

正社員以外 20020- 7508591 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１ヶ月単位） フォークリフト技能者

18歳～39歳 (1) 8時15分～17時00分 普通自動車免許一種

194,600円～401,000円 (2) 6時00分～14時45分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ (3)15時15分～ 0時00分

TEL 0263-52-0626（従業員数 230人 ）

正社員 20020- 7509191 就業場所 長野県塩尻市 確定給付年金

日給 変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 (1) 8時30分～17時00分 准看護師

178,400円～385,500円

年齢不問

TEL 0263-71-2300（従業員数 13人 ）

正社員以外 20020- 7529491 就業場所 長野県塩尻市 厚生年金基金

日給 変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 (1) 8時30分～17時00分 准看護師

178,400円～385,500円

年齢不問

TEL 0263-71-2300（従業員数 13人 ）

正社員以外 20020- 7530291 就業場所 長野県塩尻市 厚生年金基金

月給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時00分

260,000円～380,000円

省令１号

TEL 0263-58-1820（従業員数 3人 ）

正社員 20020- 7830091 就業場所 長野県塩尻市

日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 大型自動車免許一種

220,000円～330,000円 その他の建設工事関連

年齢不問

TEL 0263-52-7391（従業員数 3人 ）

正社員 20020- 7531591 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時15分～17時15分

221,200円～326,100円

年齢不問

TEL 0263-52-0626（従業員数 230人 ）

正社員以外 20020- 7511991 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00分 電気工事士（第２種）

230,000円～300,000円 高所作業車運転技能者

省令１号

TEL 0263-52-0725（従業員数 2人 ）

正社員 20020- 7540191 就業場所 長野県塩尻市

月給 建築士（１級）

不問 (1) 9時00分～17時30分 建築士（２級）

200,000円～300,000円 木造建築士

年齢不問

TEL 0263-51-0318（従業員数 4人 ）

正社員 20020- 7696391 就業場所 長野県塩尻市

月給 建築士（１級）

不問 (1) 9時00分～17時30分 建築士（２級）

200,000円～300,000円 木造建築士

年齢不問

TEL 0263-51-0318（従業員数 4人 ）

正社員 20020- 7702991 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) 8時45分～18時00分 自動車整備士（３級）

168,000円～295,000円

省令１号

TEL 0266-46-3445（従業員数 9人 ）

正社員 20020- 7811291 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師

64歳以下 (1) 7時00分～16時00分 准看護師

260,500円～280,500円 (2)10時00分～19時00分

省令１号 (3)11時00分～20時00分

TEL 0263-51-6211（従業員数 120人 ）

正社員 20020- 7704791 就業場所 長野県塩尻市

看護職員（正職員） 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 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

建築設計 有限会社　和建築設計事
務所

長野県塩尻市大字広丘高出字西原１９５５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

自動車整備 有限会社　ジェイ・エ
フ・エイラク

長野県塩尻市大字北小野２９８５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

通信設備工事 株式会社　グロウ 長野県塩尻市大門泉町１１－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

建築設計 有限会社　和建築設計事
務所

長野県塩尻市大字広丘高出字西原１９５５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

土木・外構工事作業員 幸志建設　株式会社 長野県塩尻市大字洗馬４１２０－８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

品質保証（契約社員） 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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

看護師（おひさま） 社会福祉法人　協立福祉
会

長野県安曇野市豊科高家５２８５－１１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

設備工事（設計・施工） 永和設備企画　株式会社 長野県塩尻市大字広丘吉田２６９８－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

設備保全 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

雇用期間の定めなし

看護師（デイサービスセ
ンター　はなみずき）

社会福祉法人　協立福祉
会

長野県安曇野市豊科高家５２８５－１１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

設備保全（契約社員） 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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

所在地・就業場所

アプリケーションエンジ
ニア・組込エンジニア
（ＤＢなど）

株式会社　ソルティス
ター

長野県塩尻市大門八番町１番２号
　塩尻インキュベーションプラザ１０９号

℡ 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】 
令和元年５月９日発行（４月２４日～５月８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】 
令和元年５月９日発行（４月２４日～５月８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

不問 (1) 8時15分～17時15分

201,600円～278,200円

年齢不問

TEL 0263-52-0626（従業員数 253人 ）

正社員以外 20020- 7502691 就業場所 長野県塩尻市

月給

不問 (1) 8時45分～17時30分

195,000円～275,000円

年齢不問

TEL 0263-51-5110（従業員数 189人 ）

正社員 20020- 7448991 就業場所 長野県塩尻市

月給

不問 (1) 8時45分～17時30分

195,000円～275,000円

年齢不問

TEL 0263-51-5110（従業員数 189人 ）

正社員 20020- 7449491 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) 8時30分～17時20分 普通自動車免許一種

200,000円～266,000円

省令１号

TEL 0263-57-5200（従業員数 11人 ）

正社員 20020- 7636191 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修

不問 (1) 8時30分～17時00分 ホームヘルパー２級

150,000円～265,000円

年齢不問

TEL 0263-71-2300（従業員数 13人 ）

正社員以外 20020- 7526391 就業場所 長野県塩尻市 厚生年金基金

月給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時15分～17時05分 フォークリフト技能者

190,000円～260,000円

省令１号

TEL 0263-52-2501（従業員数 107人 ）

正社員 20020- 7516591 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

月給

不問 (1) 8時45分～17時30分

195,000円～250,000円

年齢不問

TEL 0263-51-5110（従業員数 189人 ）

正社員 20020- 7451591 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時15分～17時00分

211,000円～248,900円

年齢不問

TEL 0263-52-0626（従業員数 230人 ）

正社員以外 20020- 7501391 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 9時15分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

180,000円～240,000円

省令１号

TEL 0263-36-5483（従業員数 32人 ）

正社員 20020- 7595991 就業場所 長野県塩尻市他

月給

59歳以下 (1) 8時20分～17時20分

192,000円～232,000円

省令１号

TEL 0263-31-0030（従業員数 83人 ）

正社員 20020- 7650891 就業場所 長野県塩尻市

月給

59歳以下 (1) 8時20分～17時20分

190,000円～230,000円

省令１号

TEL 0263-31-0030（従業員数 83人 ）

正社員 20020- 7628191 就業場所 長野県塩尻市

月給

35歳以下 (1) 8時20分～17時20分

190,000円～230,000円

省令３号のイ

TEL 0263-31-0030（従業員数 83人 ）

正社員 20020- 7633891 就業場所 長野県塩尻市

月給

59歳以下 (1) 8時20分～17時20分

190,000円～230,000円

省令１号

TEL 0263-31-0030（従業員数 83人 ）

正社員 20020- 7634291 就業場所 長野県塩尻市

板金溶接加工（未経験
者）

城北工業　株式会社　長
野工場

長野県塩尻市片丘９８２８－２１　塩尻イン
ター林間工業団地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

板金溶接加工 城北工業　株式会社　長
野工場

長野県塩尻市片丘９８２８－２１　塩尻イン
ター林間工業団地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

板金塗装 城北工業　株式会社　長
野工場

長野県塩尻市片丘９８２８－２１　塩尻イン
ター林間工業団地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

精密板金加工 城北工業　株式会社　長
野工場

長野県塩尻市片丘９８２８－２１　塩尻イン
ター林間工業団地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

材料分析・製品測定
（契約社員）

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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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

生産管理 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

医療機器の商品開発（ソ
フト設計）

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

雇用期間の定めなし

ルート営業（ガス関連商
品）

株式会社　宮原酸素 長野県塩尻市広丘吉田１０７８－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

介護職員（はなみず
き））

社会福祉法人　協立福祉
会

長野県安曇野市豊科高家５２８５－１１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

医療機器の品質管理 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

雇用期間の定めなし

医療機器の生産技術（電
気もしくは機構設計）

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

雇用期間の定めなし

生産管理（自動車エンジ
ン部品、建設機械部品）

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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

◎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】 
令和元年５月９日発行（４月２４日～５月８日に受理したす

べての求人を掲載しています。） 

月給

59歳以下 (1) 8時20分～17時20分

190,000円～230,000円

省令１号

TEL 0263-31-0030（従業員数 83人 ）

正社員 20020- 7638391 就業場所 長野県塩尻市

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

203,000円～225,500円 (2)10時30分～19時30分

省令２号 (3)16時00分～10時00分

TEL 0263-51-6211（従業員数 149人 ）

正社員 20020- 7695091 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～39歳 (1) 8時15分～17時15分 フォークリフト技能者

191,600円～222,500円 (2) 5時00分～14時00分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ (3)15時00分～ 0時00分

TEL 0263-52-0626（従業員数 230人 ）

正社員 20020- 7507291 就業場所 長野県塩尻市

時給

不問 (1) 8時30分～17時15分

189,720円～221,340円

年齢不問

TEL 0263-88-5763（従業員数 7人 ）

有期雇用派遣 20020- 7648691 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許一種

18歳～64歳 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

170,000円～220,000円 電気工事士（第２種）

省令１号

TEL 0263-51-2526（従業員数 1人 ）

正社員 20020- 7450291 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

170,000円～220,000円

省令１号

TEL 0263-51-2526（従業員数 1人 ）

正社員 20020- 7452191 就業場所 長野県塩尻市

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 介護職員初任者研修

207,500円～216,500円 (2)10時30分～19時30分

省令２号 (3)16時00分～10時00分

TEL 0263-51-6211（従業員数 149人 ）

正社員以外 20020- 7697691 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 中型一種（８ｔ限定）

170,000円～210,000円

年齢不問

TEL 0263-50-5625（従業員数 3人 ）

正社員 20020- 7761991 就業場所 長野県塩尻市 厚生年金基金

月給 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時15分～17時05分 普通自動車免許ＡＴ

166,000円～209,000円

省令１号

TEL 0263-52-2451（従業員数 60人 ）

正社員 20020- 7631491 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

月給 変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許二種

64歳以下 (1) 5時35分～12時35分

208,000円～208,000円 (2) 5時40分～17時30分

省令１号 (3) 7時00分～18時40分

TEL 0263-26-5704（従業員数 47人 ）

正社員 20020- 7690791 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

25歳以下 (1) 8時00分～17時00分

177,500円～194,000円 (2)10時00分～19時00分

省令３号のイ (3)13時00分～22時00分

TEL 0263-44-5511（従業員数 108人 ）

正社員 20020- 7557591 就業場所 長野県塩尻市他 確定給付年金

時給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

152,290円～188,910円

年齢不問

TEL 0263-87-0425（従業員数 195人 ）

無期雇用派遣 20020- 7766591 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～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

151,762円～181,779円

年齢不問

TEL 0263-87-0425（従業員数 180人 ）

無期雇用派遣 20020- 7751391 就業場所 長野県塩尻市

製造・加工オペレーター 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

販売整備係（総合職）
【中信】

株式会社　ＥＮＥＯＳウ
イング　　信越支店

長野県松本市島立３０１－２　松本イン夕ーＴ
Ｓ　２階

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

梱包・出荷準備 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

ＮＣ旋盤加工 株式会社　東陽 長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

路線バス運転業務（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

雇用期間の定めなし

介護職（契）夜勤あり 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 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

土木作業員 株式会社　明建 長野県塩尻市大字宗賀１６２－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

電気工事 株式会社　リライト 長野県塩尻市広丘原新田２２５－１２
　塩原レジデンスＣ２０１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

営業 株式会社　リライト 長野県塩尻市広丘原新田２２５－１２
　塩原レジデンスＣ２０１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

鋳造部品の製造 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

雇用期間の定めなし

情報機器の評価業務 ヒューマンエンジニアリ
ング　株式会社

長野県松本市双葉１３番７号　ワシザワ双葉ビ
ル１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

ＣＡＤ／ＣＡＭオペレー
ター

城北工業　株式会社　長
野工場

長野県塩尻市片丘９８２８－２１　塩尻イン
ター林間工業団地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

介護職 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 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】 
令和元年５月９日発行（４月２４日～５月８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～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

151,762円～181,779円

年齢不問

TEL 0263-87-0425（従業員数 180人 ）

無期雇用派遣 20020- 7752691 就業場所 長野県塩尻市

月給 社会福祉士

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 介護福祉士

170,000円～180,000円 (2) 8時30分～17時30分 その他社会福祉専門職

省令１号

TEL 0263-27-4882（従業員数 3人 ）

正社員 20020- 7491791 就業場所 長野県塩尻市他

時給

不問 (1) 8時30分～17時30分

163,200円～179,520円

年齢不問

TEL 0263-88-5763（従業員数 0人 ）

正社員以外 20020- 7646091 就業場所 長野県塩尻市

時給 電気工事士（第１種）

不問 (1) 8時00分～18時00分 電気工事士（第２種）

173,600円～173,600円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0263-53-3741（従業員数 1人 ）

正社員以外 20020- 7459891 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～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

144,385円～173,100円

年齢不問

TEL 0263-87-0425（従業員数 180人 ）

無期雇用派遣 20020- 7770791 就業場所 長野県塩尻市

時給

不問 (1) 8時30分～17時00分

157,500円～165,000円

年齢不問

TEL 0263-72-5335（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20020- 7663391 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

157,320円～157,320円

年齢不問

TEL 0263-31-3846（従業員数 3人 ）

正社員以外 20020- 7643291 就業場所 長野県塩尻市

時給 建築士（１級）

不問 建築士（２級）

950円～1,500円 木造建築士

年齢不問

TEL 0263-51-0318（従業員数 4人 ）

パート労働者 20020- 7699491 就業場所 長野県塩尻市

時給 看護師

不問 准看護師

1,200円～1,500円 普通自動車免許一種

年齢不問

TEL 0263-51-1128（従業員数 74人 ）

パート労働者 20020- 7703491 就業場所 長野県塩尻市

時給 建築士（１級）

不問 建築士（２級）

950円～1,500円 木造建築士

年齢不問

TEL 0263-51-0318（従業員数 4人 ）

パート労働者 20020- 7706291 就業場所 長野県塩尻市

時給 ホームヘルパー２級

不問 介護職員初任者研修

1,030円～1,280円 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問

TEL 0263-51-1128（従業員数 4人 ）

パート労働者 20020- 7700391 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（１ヶ月単位）

不問

1,020円～1,170円

年齢不問

TEL 0263-51-6211（従業員数 120人 ）

パート労働者 20020- 7701691 就業場所 長野県塩尻市

日給 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時15分

909円～909円

年齢不問

TEL 0263-52-0600（従業員数 30人 ）

パート労働者 20020- 7804591 就業場所 長野県塩尻市

介護職 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ヶ月未満）

庁舎管理補助 長野県林業総合センター 長野県塩尻市大字片丘５７３９ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

建築設計 有限会社　和建築設計事
務所

長野県塩尻市大字広丘高出字西原１９５５－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

訪問介護員　≪急募≫ 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 労災

雇用期間の定めなし

建築設計 有限会社　和建築設計事
務所

長野県塩尻市大字広丘高出字西原１９５５－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

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

雇用期間の定めなし

部品の受け入れ、搬入作
業≪急募≫

有限会社　デール長野 長野県安曇野市豊科４８９１－１　プラザマル
ミズ２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

研磨作業 株式会社　シンリアル 長野県塩尻市広丘野村２２１０　２Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

電気工事【アルバイト】 株式会社　赤羽電工 長野県塩尻市大字柿沢５４－１０ 雇用・労災・
厚生

雇用期間の定めなし

洗浄 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

生活相談員（島内）（芳
川）（塩尻）（豊科）
（南浅間）

大心　株式会社 長野県松本市寿小赤７６４－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

データ登録業務（塩尻
市）

ヒューマンエンジニアリ
ング　株式会社

長野県松本市双葉１３番７号　ワシザワ双葉ビ
ル１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

外観検査・洗浄 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

◎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】 
令和元年５月９日発行（４月２４日～５月８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

900円～900円 (2) 9時00分～15時00分
年齢不問

TEL 0263-51-5110（従業員数 189人 ）
パート労働者 20020- 7453091 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 189人 ）
パート労働者 20020- 7455691 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～14時00分

830円～900円 (2)17時00分～22時00分
年齢不問

TEL 0263-53-1209（従業員数 11人 ）
パート労働者 20020- 7506891 就業場所 長野県塩尻市

日給 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

900円～900円
年齢不問

TEL 0263-52-0600（従業員数 34人 ）
パート労働者 20020- 7800491 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
不問 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級

210,000円～370,000円 パソコン表計算可
年齢不問

TEL 0264-22-4111（従業員数 11人 ）
正社員 20100-  686791 就業場所 長野県塩尻市他

月給 普通自動車免許一種
44歳以下 (1) 8時30分～17時30分

200,000円～300,000円
省令３号のイ

TEL 0264-34-2148（従業員数 32人 ）
正社員 20100-  628491 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
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

170,000円～280,000円
省令３号のイ

TEL 0264-22-4111（従業員数 11人 ）
正社員 20100-  685491 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

170,000円～245,000円
省令３号のイ

TEL 0264-34-3211（従業員数 27人 ）
正社員 20100-  589491 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 介護福祉士

168,000円～235,000円 (2)10時30分～19時30分
省令２号 (3) 7時00分～16時00分

TEL 0264-52-1235（従業員数 46人 ）
正社員 20100-  664191 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
44歳以下 (1) 8時30分～18時00分

146,200円～200,000円
省令３号のイ

TEL 0264-34-3320（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  599891 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
44歳以下 (1) 8時30分～17時30分 フォークリフト技能者

160,000円～190,000円
省令３号のイ

TEL 0264-34-3323（従業員数 37人 ）
正社員 20100-  601491 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

850円～1,000円
年齢不問

TEL 0264-34-2148（従業員数 30人 ）
パート労働者 20100-  629791 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～17時30分 介護福祉士

850円～1,000円 (2) 7時00分～16時00分
年齢不問 (3)10時30分～19時30分

TEL 0264-52-1235（従業員数 46人 ）
パート労働者 20100-  665091 就業場所 長野県塩尻市

時給 普通自動車免許一種
不問 介護福祉士

850円～950円
年齢不問

TEL 0264-52-1235（従業員数 46人 ）
パート労働者 20100-  666391 就業場所 長野県塩尻市

介護職員（塩尻グループ
ホーム）

株式会社　あい愛 長野県木曽郡上松町小川２０５０番地５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

介護職員（塩尻） 株式会社　あい愛 長野県木曽郡上松町小川２０５０番地５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

商品管理者（出荷・在庫
管理）

酒井産業　株式会社 長野県塩尻市大字贄川２３０７－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

カタログ発送業務 中田産業　株式会社 長野県塩尻市大字木曽平沢字長瀬２２９４－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

介護職員（塩尻グループ
ホーム）

株式会社　あい愛 長野県木曽郡上松町小川２０５０番地５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

家具職人 株式会社　大河内家具工
房

長野県塩尻市大字木曽平沢２４１８番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

現場作業員 大林工業　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５６９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

塗装職人
【塗装職人】

株式会社　龍門堂 長野県塩尻市大字贄川２４００ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

現場代理人 大林工業　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５６９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

配送・組み立て 中田産業　株式会社 長野県塩尻市大字木曽平沢字長瀬２２９４－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

ホール・接客 有限会社　そば処　知春 長野県塩尻市大門８－１３－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

試験・事務補助（特産
部）

長野県林業総合センター 長野県塩尻市大字片丘５７３９ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

医療機器の組立　調整・
検査（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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

医療機器の検査（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。 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】 
令和元年５月９日発行（４月２４日～５月８日に受理したす

べての求人を掲載しています。） 

★資格が無い方もＯＫ 

★履歴書不要 

★服装自由 

各種パート・フルタイム求人がございます。 

  

介護施設ってどんなふう

に仕事をしているの？ 

この機会に見学してみま

せんか！ 

ケアマネージャー 

◎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


