
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 普通自動車免許一種
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

210,500円～332,000円
省令３号のイ

TEL 0263-51-6363（従業員数 4人 ）
正社員 20020- 8376091 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) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

180,000円～300,000円
省令３号のイ

TEL 0263-53-5700（従業員数 12人 ）
正社員 20020- 8346791 就業場所 長野県塩尻市

月給 中型一種（８ｔ限定）
18歳～64歳 (1)16時00分～ 1時30分

250,000円～300,000円
省令１号

TEL 0263-58-9334（従業員数 42人 ）
正社員 20020- 8396491 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) 5時30分～15時00分

230,000円～300,000円
省令１号

TEL 0263-58-9334（従業員数 42人 ）
正社員 20020- 8397791 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

264,000円～300,000円 (2) 6時30分～15時30分
省令１号 (3)10時30分～19時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 8577691 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり 准看護師
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

222,000円～278,000円 (2) 6時30分～15時30分
省令１号 (3)10時30分～19時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 8579491 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 普通自動車免許ＡＴ

160,300円～274,800円
年齢不問

TEL 0263-52-1243（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 8325091 就業場所 長野県塩尻市

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

213,745円～273,420円 (2) 8時30分～17時30分 警備員検定試験２級
省令２号 (3)20時00分～ 5時00分

TEL 0263-88-5885（従業員数 12人 ）
正社員 20020- 8383191 就業場所 長野県塩尻市他

月給 変形（１ヶ月単位） 準中型自動車免許
64歳以下

250,000円～270,000円
省令１号

TEL 0263-53-1328（従業員数 35人 ）
正社員 20020- 7857691 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

240,000円～270,000円
省令１号

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 8567191 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)20時30分～ 5時30分

235,980円～266,760円
省令２号

TEL 0263-88-3099（従業員数 9人 ）
有期雇用派遣 20020- 7881691 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)20時15分～ 5時00分

210,943円～265,429円
省令２号

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣 20020- 7921991 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

営業 株式会社　ワールド 長野県塩尻市広丘高出８６ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

森林整備技術者及び一般
土木作業員〈急募〉

松本建設　有限会社 長野県塩尻市大字片丘５０１０－１３３

ドライバ－ 有限会社　寿昇運 長野県塩尻市広丘吉田６７０－１ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

ドライバ－ 有限会社　寿昇運 長野県塩尻市広丘吉田６７０－１ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

日勤ー看護師 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

日勤－准看護師 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

型枠解体・片付け ハナムラ解体 長野県塩尻市大門五番町３－１３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

交通誘導警備員
（松本・塩尻・安曇野）

株式会社　ヤマタケ 長野県松本市渚４丁目１６－４ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

運転手（２ｔ車） ヤマシン物流　株式会社 長野県塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原７１－９９ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

介護支援専門員（まほろ
ばの郷又は萌生の里）

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

機械オペレーター（夜
勤）

株式会社　サン・スタッ
フ松本

長野県松本市蟻ケ崎２丁目６番２号　ＫＰ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）

製造（自動車部品加工）
＜夜勤＞

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

℡ 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。 

【塩尻地域版】 

令和元年５月１６日発行  （５月８日～５月１５日に受理したすべての求人を掲載しています。） 
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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

日給 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）

195,300円～260,400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- 8126691 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
18歳以上 (1)18時00分～ 3時00分 フォークリフト技能者

254,381円～254,381円
省令２号

TEL 0263-86-7001（従業員数 35人 ）
正社員以外 20020- 8001091 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15分～18時15分 宅地建物取引士

182,500円～252,500円
省令１号

TEL 0263-31-8188（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 8146891 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（１週間単位非定型的）
18歳以上 (1) 8時15分～17時15分

241,414円～250,355円 (2)20時15分～ 5時15分
省令２号

TEL 0263-88-3099（従業員数 1人 ）
有期雇用派遣 20020- 7868791 就業場所 長野県塩尻市

月給 保健師
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 看護師

195,000円～250,000円 介護支援専門員
省令１号

TEL 0263-51-1128（従業員数 4人 ）
正社員 20020- 7892791 就業場所 長野県塩尻市

月給 中型自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～16時30分 普通自動車免許一種

230,000円～250,000円
省令１号

TEL 0266-44-5353（従業員数 8人 ）
正社員 20020- 8407491 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 (1) 8時15分～17時00分 普通自動車免許一種

203,440円～249,840円 (2) 5時00分～13時45分
省令２号 (3)14時15分～23時00分

TEL 0263-87-0425（従業員数 180人 ）
無期雇用派遣 20020- 7920691 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 (1) 6時00分～14時45分 普通自動車免許一種

208,545円～248,735円 (2)18時00分～ 2時45分
省令２号

TEL 0263-87-0425（従業員数 180人 ）
無期雇用派遣 20020- 7922491 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 9時00分～18時10分 普通自動車免許ＡＴ

199,490円～240,012円 (2)16時00分～ 1時10分
省令２号 (3)22時00分～ 7時10分

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣 20020- 7934191 就業場所 長野県塩尻市

月給 中型自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～16時30分 普通自動車免許一種

220,000円～240,000円
省令１号

TEL 0266-44-5353（従業員数 8人 ）
正社員 20020- 8405691 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

195,000円～235,000円
省令１号

TEL 0263-58-9334（従業員数 41人 ）
正社員 20020- 8392091 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 9時00分～18時10分 普通自動車免許ＡＴ

190,610円～231,132円 (2)16時00分～ 1時10分
省令２号 (3)22時00分～ 7時10分

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣 20020- 7933591 就業場所 長野県塩尻市

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時15分～17時00分 普通自動車免許一種

183,880円～230,280円
年齢不問

TEL 0263-87-0425（従業員数 195人 ）
無期雇用派遣 20020- 7923791 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 3時45分～12時45分 普通自動車免許ＡＴ

187,350円～227,220円 (2)15時15分～ 0時15分
省令２号

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣 20020- 7919191 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 8時30分～17時30分

190,050円～224,640円
年齢不問

TEL 0263-88-3099（従業員数 9人 ）
有期雇用派遣 20020- 7884791 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 8時30分～17時30分

157,560円～223,320円
年齢不問

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣 20020- 7924891 就業場所 長野県塩尻市

電気工事 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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

大型運行ドライバー（１
０ｔ）

近物レックス　株式会社
松本支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５７３－１ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

ハウジングコーディネー
ター（総合職）

株式会社　センデン
（エイブルネットワー
ク）

長野県松本市城西１－４－１５　Ｋ＆Ｋビル２
Ｆ

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

機械オペレーター 株式会社　サン・スタッ
フ松本

長野県松本市蟻ケ崎２丁目６番２号　ＫＰ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）

地域包括支援センター職
員（支援相談員）

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

運転作業員≪急募≫ 塩尻環境保全　有限会社 長野県塩尻市北小野４４０８－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

製造（前処理） 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

製造（自動車部品加工） 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

製造 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

運転作業員≪急募≫ 塩尻環境保全　有限会社 長野県塩尻市北小野４４０８－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

労務管理・人事 有限会社　寿昇運 長野県塩尻市広丘吉田６７０－１ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

製造 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

金属加工（バリ取り） 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

製造（溶解） 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

機械オペレーター 株式会社　サン・スタッ
フ松本

長野県松本市蟻ケ崎２丁目６番２号　ＫＰ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）

梱包 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

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

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
18歳～64歳 (1) 7時00分～16時00分

177,000円～216,000円 (2) 8時30分～17時30分
省令２号 (3)12時00分～21時00分

TEL 0263-31-3772（従業員数 34人 ）
正社員 20020- 8111791 就業場所 長野県塩尻市

月給 管理栄養士
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- 8186791 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- 8189591 就業場所 長野県塩尻市

月給 看護師
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 450人 ）
正社員以外 20020- 8205391 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

146,880円～212,160円
省令１号

TEL 0263-53-2684（従業員数 10人 ）
正社員 20020- 7971491 就業場所 長野県塩尻市 厚生年金基金

時給
不問 (1) 8時30分～17時15分

195,183円～212,157円
年齢不問

TEL 0263-88-3099（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣 20020- 7910091 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) 8時30分～17時30分

178,000円～210,000円 (2)16時00分～ 9時30分
省令１号 (3)10時30分～19時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 8569391 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1) 8時40分～17時50分

209,000円～209,000円 (2)16時40分～ 1時50分
省令２号 (3) 0時40分～ 9時50分

TEL 0263-87-8673（従業員数 10人 ）
有期雇用派遣 20020- 7968191 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1) 8時40分～17時50分

209,000円～209,000円 (2)16時40分～ 1時50分
省令２号 (3) 0時40分～ 9時50分

TEL 0263-87-8673（従業員数 10人 ）
有期雇用派遣 20020- 8248991 就業場所 長野県塩尻市

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)10時00分～19時00分

173,600円～208,320円
年齢不問

TEL 0263-87-0425（従業員数 180人 ）
無期雇用派遣 20020- 7975591 就業場所 長野県塩尻市他

月給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 7時30分～22時30分

160,000円～205,000円 (2)16時00分～22時30分
年齢不問

TEL 0263-25-4030（従業員数 6人 ）
正社員以外 20020- 8510991 就業場所 長野県塩尻市他

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時20分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

165,034円～204,486円
年齢不問

TEL 0263-87-0425（従業員数 180人 ）
無期雇用派遣 20020- 7982891 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 8時15分～17時15分

204,000円～204,000円
年齢不問

TEL 0263-87-8673（従業員数 5人 ）
有期雇用派遣 20020- 8246391 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10分 普通自動車免許ＡＴ

164,280円～201,760円
年齢不問

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣 20020- 7930791 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳以上 (1) 9時00分～18時10分

200,640円～200,640円 (2)16時00分～ 1時10分
省令２号 (3) 0時00分～ 9時10分

TEL 0263-87-8673（従業員数 10人 ）
有期雇用派遣 20020- 8243591 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～200,000円
省令１号

TEL 0263-86-8422（従業員数 17人 ）
正社員 20020- 8024291 就業場所 長野県塩尻市

介護職（ウィズ塩尻） 株式会社　ソーシャル・
ネットワーク

長野県松本市並柳１－１６－２４ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

管理栄養士
【育児休業等代替職員】

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）

看護師（保育園勤務） 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）

工業用切断砥石製造 清水商事　株式会社 長野県塩尻市大字洗馬２９７１－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

ダンボールの加工 株式会社　サン・スタッ
フ松本

長野県松本市蟻ケ崎２丁目６番２号　ＫＰ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）

ケアワーカー・介護職員
（介護福祉士）

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

半導体の製造・検査・組
立

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）

半導体の製造・検査・組
立

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）

接客・販売【紹介予定派
遣】

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

施設警備員 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

雇用期間の定めなし

自動機オペレーター 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

仕上げ・検査 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）

検査 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

半導体の製造・組立 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）

営業 有限会社　パリス 長野県塩尻市大字広丘原新田９１－６ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし
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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

月給 変形（１年単位） 危険物取扱者（乙種）
40歳以下 普通自動車免許一種

165,000円～200,000円
省令３号のイ

TEL 0263-35-2525（従業員数 5人 ）
正社員 20020- 8257491 就業場所 長野県塩尻市他 税制適格年金

月給 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

182,000円～200,000円 (2) 8時00分～17時00分
省令３号のイ (3) 9時00分～18時00分

TEL 0263-85-1205（従業員数 50人 ）
正社員 20020- 8432791 就業場所 長野県塩尻市他

時給
不問 (1)10時00分～19時00分

181,440円～196,560円
年齢不問

TEL 0263-88-3099（従業員数 5人 ）
有期雇用派遣 20020- 7966291 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1) 8時15分～17時15分

195,840円～195,840円 (2)20時15分～ 5時15分
省令２号

TEL 0263-87-8673（従業員数 5人 ）
有期雇用派遣 20020- 8239391 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1) 8時15分～17時15分

195,840円～195,840円 (2)20時15分～ 5時15分
省令２号

TEL 0263-87-8673（従業員数 5人 ）
有期雇用派遣 20020- 8240791 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1) 8時15分～17時15分

195,840円～195,840円 (2)17時00分～ 2時00分
省令２号

TEL 0263-87-8673（従業員数 5人 ）
有期雇用派遣 20020- 8241891 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1) 8時15分～17時15分

195,840円～195,840円 (2)20時15分～ 5時15分
省令２号

TEL 0263-87-8673（従業員数 5人 ）
有期雇用派遣 20020- 8242291 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 8時15分～17時15分

195,840円～195,840円
年齢不問

TEL 0263-87-8673（従業員数 5人 ）
有期雇用派遣 20020- 8244191 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 8時15分～17時15分

195,840円～195,840円
年齢不問

TEL 0263-87-8673（従業員数 5人 ）
有期雇用派遣 20020- 8245091 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1) 8時15分～17時15分

195,840円～195,840円 (2)20時15分～ 5時15分
省令２号

TEL 0263-87-8673（従業員数 5人 ）
有期雇用派遣 20020- 8247691 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10分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

153,093円～191,762円
年齢不問

TEL 0263-87-0425（従業員数 180人 ）
無期雇用派遣 20020- 7936391 就業場所 長野県塩尻市

月給 保健師
不問 (1) 8時30分～17時15分

183,300円～190,200円
年齢不問

TEL 0263-52-0280（従業員数 36人 ）
正社員以外 20020- 8202591 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～59歳 (1) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修

158,000円～190,000円 (2)16時00分～ 9時30分
省令１号 (3)10時30分～19時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 8570791 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ＡＴ
18歳以上 (1) 3時00分～12時00分 フォークリフト技能者

154,972円～189,210円
省令２号

TEL 0263-86-7001（従業員数 35人 ）
正社員以外 20020- 7998491 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１ヶ月単位）
18歳～59歳 (1) 8時30分～17時30分

152,000円～184,000円 (2)16時00分～ 9時30分
省令１号 (3)10時30分～19時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 8571891 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 8時15分～17時20分

180,600円～180,600円
年齢不問

TEL 0263-88-3099（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣 20020- 8463391 就業場所 長野県塩尻市

ガソリンスタンド要員
灯油・軽油等の配送要員

信光石油　株式会社 長野県松本市深志２－２－９ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

販売員（地域限定社員）
中信地区

株式会社　デリシア 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

接客・販売（メガネ販売
店）塩尻

株式会社　サン・スタッ
フ松本

長野県松本市蟻ケ崎２丁目６番２号　ＫＰ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）

内視鏡検査 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）

中子製造（大物） 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）

機械工（マシンング、Ｎ
Ｃ旋盤）

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）

中子製造（ＢＨ小物） 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）

鋳物製品の製造工程の自
硬性

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）

中子の機械オペレーター 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）

ベアリングハウジング加
工

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）

自動機オペレーター 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

保健師（嘱託員） 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）

ケアワーカー・介護職員
（ヘルパー２級）

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

積込・荷卸し・仕分け作
業

近物レックス　株式会社
松本支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５７３－１ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

ケアワーカー・介護職員 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

部品の機械加工 株式会社　サン・スタッ
フ松本

長野県松本市蟻ケ崎２丁目６番２号　ＫＰ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）
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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

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～18時10分 普通自動車免許ＡＴ

175,560円～175,560円
年齢不問

TEL 0263-87-8673（従業員数 10人 ）
有期雇用派遣 20020- 8236591 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～18時10分

175,560円～175,560円
年齢不問

TEL 0263-87-8673（従業員数 10人 ）
有期雇用派遣 20020- 8237191 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15分 普通自動車免許ＡＴ

153,607円～175,502円
年齢不問

TEL 0263-87-0425（従業員数 180人 ）
無期雇用派遣 20020- 7916891 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)14時00分～23時00分

142,100円～174,000円
省令２号

TEL 0263-86-9027（従業員数 27人 ）
正社員 20020- 8320791 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１ヶ月単位） 栄養士
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

155,000円～174,000円 (2) 8時00分～17時00分
省令１号

TEL 0263-88-8416（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 8443291 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50分～17時50分 普通自動車免許ＡＴ

172,800円～172,800円
年齢不問

TEL 0263-58-1315（従業員数 32人 ）
正社員以外 20020- 8081891 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00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

152,640円～169,600円
年齢不問

TEL 0263-86-7001（従業員数 35人 ）
正社員以外 20020- 8009591 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
60歳以上 (1) 8時00分～17時00分 原動機付自転車免許

145,200円～167,200円 (2)21時00分～ 6時00分
省令３号のニ

TEL 0263-31-8891（従業員数 38人 ）
正社員 20020- 8294591 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～64歳 (1) 8時00分～17時00分 原動機付自転車免許

145,200円～167,200円 (2)21時00分～ 6時00分
省令２号

TEL 0263-31-8891（従業員数 38人 ）
正社員 20020- 8296091 就業場所 長野県塩尻市他

月給 自動車整備士（２級）
不問 (1) 8時30分～17時30分

146,400円～163,600円
年齢不問

TEL 0263-86-7001（従業員数 35人 ）
正社員 20020- 8000191 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00分～17時00分 中型一種（８ｔ限定）

152,640円～161,120円
年齢不問

TEL 0263-86-7001（従業員数 35人 ）
正社員以外 20020- 8005491 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15分～17時05分 普通自動車免許ＡＴ

161,000円～161,000円
省令１号

TEL 0263-52-2451（従業員数 58人 ）
正社員 20020- 7912691 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時45分 普通自動車免許ＡＴ

152,055円～160,502円
年齢不問

TEL 0263-52-0821（従業員数 7人 ）
正社員以外 20020- 8503491 就業場所 長野県塩尻市

時給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

157,726円～157,726円
省令１号

TEL 0263-88-7043（従業員数 16人 ）
正社員以外 20020- 8321891 就業場所 長野県塩尻市 厚生年金基金

時給 交替制あり
不問 (1) 9時00分～18時30分

144,088円～147,560円 (2) 7時00分～16時30分
年齢不問 (3)11時00分～20時30分

TEL 0263-56-2051（従業員数 15人 ）
正社員以外 20020- 8079391 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1) 6時00分～15時30分

142,526円～144,088円 (2)11時00分～20時30分
年齢不問

TEL 0263-56-2051（従業員数 11人 ）
正社員以外 20020- 8076591 就業場所 長野県塩尻市

半導体の目視検査 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）

原材料の投入 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）

製造（ダンボール加工） 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

調理・接客 有限会社　廣瀬 長野県塩尻市広丘吉田３６６－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

栄養士 特定非営利活動法人　き
らり

長野県塩尻市大門桔梗町２－１　ワコウビル１
階

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

教習指導員見習い（塩
尻）

株式会社　信州ジャパン
（信州ジャパン自動車学
校グループ）

長野県塩尻市大字広丘吉田３５２－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

事務員 近物レックス　株式会社
松本支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５７３－１ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

警備員（松本地域）
【６０歳以上専用求人】

株式会社　アルプス警備
保障

長野県松本市埋橋１－７－９ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

警備員（松本地域） 株式会社　アルプス警備
保障

長野県松本市埋橋１－７－９ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

自動車整備 近物レックス　株式会社
松本支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５７３－１ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし

セールスドライバー≪急
募≫

近物レックス　株式会社
松本支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５７３－１ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

受注・発送準備等（軽作
業）

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

木工品の製作 有限会社　エクセルエン
ジニアリング

長野県塩尻市大字塩尻町１－２ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

ミツバチの生産・販売
他

片倉工業　株式会社　生
物科学研究所

長野県塩尻市大字広丘野村字角前１８１９番地
１

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし

事務及び売店業務及び厨
房業務

蔦井　株式会社　みどり
湖ハイウェイショップ

長野県塩尻市柿沢笹ヶ鼻６５１－３　長野自動
車道みどり湖ＰＡ（上り）

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

軽食調理・販売及び土産
品の販売（上り、下り売
店）【急募】

蔦井　株式会社　みどり
湖ハイウェイショップ

長野県塩尻市柿沢笹ヶ鼻６５１－３　長野自動
車道みどり湖ＰＡ（上り）

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし
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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

月給
不問 (1) 8時30分～17時15分

124,800円～124,800円
年齢不問

TEL 0263-52-0280（従業員数 450人 ）
正社員以外 20020- 8198191 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00分 普通自動車免許ＡＴ

123,750円～123,750円
年齢不問

TEL 0263-53-4780（従業員数 12人 ）
正社員以外 20020- 8605191 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

1,625円～1,625円
省令２号

TEL 0263-50-5152（従業員数 51人 ）
パート労働者 20020- 8535391 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（１年単位）
18歳以上 (1)10時00分～17時00分

1,250円～1,500円 (2)11時00分～18時00分
省令２号 (3)12時00分～19時00分

TEL 0263-48-4700（従業員数 32人 ）
パート労働者 20020- 8493591 就業場所 長野県塩尻市他

時給 介護福祉士
不問 (1) 9時30分～18時00分 ホームヘルパー２級

960円～1,490円 (2) 6時30分～15時00分 介護職員初任者研修
年齢不問 (3)14時00分～22時00分

TEL 0263-71-2300（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020- 8536691 就業場所 長野県塩尻市

時給 保育士
不問 (1)15時30分～18時30分

1,000円～1,400円 (2)15時30分～20時00分
年齢不問

TEL 0263-51-6211（従業員数 21人 ）
パート労働者 20020- 8307291 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 6時00分～ 9時00分

1,100円～1,300円 (2) 5時00分～10時00分
年齢不問

TEL 0263-52-0005（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020- 8229191 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

1,135円～1,135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- 8454091 就業場所 長野県塩尻市他

時給 保育士
不問 (1) 8時30分～16時30分 幼稚園教諭免許

860円～1,100円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問

TEL 0263-51-6211（従業員数 120人 ）
パート労働者 20020- 8311991 就業場所 長野県塩尻市

時給 栄養士
不問 (1) 9時00分～15時00分

1,000円～1,000円
年齢不問

TEL 0263-88-8416（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 8439691 就業場所 長野県塩尻市

時給 普通自動車免許一種
不問 普通自動車免許ＡＴ

1,000円～1,000円 大型特殊自動車一種
年齢不問

TEL 080-5512-9261（従業員数 2人 ）
パート労働者 20020- 8456691 就業場所 長野県塩尻市他

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
省令２号

TEL 0263-25-4030（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 8509091 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 9人 ）
パート労働者 20020- 8563791 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

870円～1,000円 介護福祉士
年齢不問

TEL 0263-51-6301（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 8568091 就業場所 長野県塩尻市

時給 介護福祉士
不問 (1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

850円～1,000円 (2) 6時30分～15時30分 介護職員初任者研修
年齢不問 (3)11時30分～20時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
パート労働者 20020- 8573591 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
不問 (1) 8時00分～13時00分 普通自動車免許一種

1,000円～1,000円 (2)14時00分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ
年齢不問

TEL 0263-53-4780（従業員数 26人 ）
パート労働者 20020- 8612591 就業場所 長野県塩尻市

社会教育指導員 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）

金融機関窓口　≪急募≫ 塩尻市農業協同組合 長野県塩尻市大門六番町３番５６号 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ドライバー 中村陸送　株式会社　塩
尻営業所

長野県塩尻市大字広丘高出１９６５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

駐車場警備・イベント警
備

有限会社　中部警備救助 長野県松本市大字新村２８３番地 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

介護職員（特養さじきの
里）令和元年５月開所予
定

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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

保育士（延長保育） 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）

朝食係 株式会社　あさひ館 長野県塩尻市大門８番町２番１号 労災

雇用期間の定めなし

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）

保育教諭（保育士）（日
勤パート）　　≪急募≫

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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

栄養士（本部事務局） 特定非営利活動法人　き
らり

長野県塩尻市大門桔梗町２－１　ワコウビル１
階

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

農作業全般 ひかりファーム　株式会
社

長野県塩尻市大門幸町４－１１　コーポ中原Ｂ
１０１

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

施設警備員 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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

惣菜製造販売（広丘）
《急募》

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

訪問介護職員（ヘルパー
ステーションまほろば）

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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

ケアワーカー・介護職員 医療法人社団　敬仁会 長野県塩尻市大字宗賀１２９５番地 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

ホームヘルパー 塩尻市農業協同組合 長野県塩尻市大門六番町３番５６号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）
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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

時給 ホームヘルパー２級
不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

995円～995円 介護職員初任者研修
年齢不問

TEL 0263-36-2671（従業員数 818人 ）
パート労働者 20020- 8513891 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 7時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

960円～960円 (2) 9時30分～19時30分 介護職員初任者研修
省令２号 (3)17時00分～ 9時30分

TEL 0263-36-2671（従業員数 818人 ）
パート労働者 20020- 8452591 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

830円～950円 (2)17時00分～22時00分
年齢不問

TEL 0263-52-0005（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020- 8228591 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時00分～17時00分

830円～950円 (2)17時00分～23時30分
年齢不問

TEL 0263-86-9027（従業員数 27人 ）
パート労働者 20020- 8319391 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 7時30分～16時30分

900円～900円 (2) 7時30分～12時00分
年齢不問

TEL 0263-25-4030（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020- 7870191 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

900円～900円
年齢不問

TEL 0263-87-8673（従業員数 10人 ）
有期派遣パート 20020- 8238091 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 (1) 8時30分～17時15分

900円～900円
年齢不問

TEL 0263-52-1148（従業員数 66人 ）
パート労働者 20020- 8467791 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 9時00分～18時00分

850円～900円 (2) 9時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0263-51-8100（従業員数 18人 ）
パート労働者 20020- 8566591 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

825円～880円
年齢不問

TEL 0263-57-8801（従業員数 31人 ）
パート労働者 20020- 7956791 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)12時00分～17時00分

850円～870円
年齢不問

TEL 0263-52-9506（従業員数 23人 ）
パート労働者 20020- 8372891 就業場所 長野県塩尻市

時給 普通自動車免許一種
64歳以下 普通自動車免許ＡＴ

850円～850円
省令１号

TEL 0263-54-0097（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 8143991 就業場所 長野県塩尻市

時給 特定曜日のみ(2)(3)
不問 (1) 9時00分～17時00分

830円～850円 (2) 9時00分～16時00分
年齢不問

TEL 0263-37-5670（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020- 8283891 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

850円～850円
年齢不問

TEL 0263-51-6610（従業員数 46人 ）
パート労働者 20020- 8297391 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)14時00分～19時00分

840円～840円
年齢不問

TEL 0263-27-3765（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 8194791 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問

830円～830円
年齢不問

TEL 0263-52-0280（従業員数 36人 ）
パート労働者 20020- 8207991 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 8時30分～17時15分

830円～830円 (2) 8時30分～16時30分
年齢不問

TEL 0263-52-0280（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 8209791 就業場所 長野県塩尻市

通所介護員（塩尻ききよ
う）≪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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

介護職員（塩尻） 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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

配膳係 株式会社　あさひ館 長野県塩尻市大門８番町２番１号 労災

雇用期間の定めなし

調理・接客・洗い場 有限会社　廣瀬 長野県塩尻市広丘吉田３６６－１ 労災

雇用期間の定めなし

クリーンスタッフ 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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

半導体の目視検査 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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

圃場での農作業・実験室
での試験研究（環境部・
害虫調査）

長野県野菜花き試験場 長野県塩尻市大字宗賀床尾１０６６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

牧舎施設管理 株式会社ファーム　信州
塩尻農業公園　チロルの
森

長野県塩尻市大字北小野相吉５０５０ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

レジ、品出し（広丘店）
＜パート社員＞

株式会社　西源（食品
スーパー　ラ・ムー）

長野県松本市小屋南２丁目９番２５号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

プラスチック製品の箱詰
め作業

有限会社　丸山化成 長野県塩尻市大字片丘９８２８番地１２　（今
泉南テクノヒルズ産業団地）

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ホームページ他　作成業
務

株式会社　プロノハーツ 長野県塩尻市大門並木町９－２４ 労災

雇用期間の定めなし

病院内清掃（桔梗ヶ原病
院）

株式会社　コンフォール 長野県松本市沢村３丁目４－４７　コンフォー
ル沢村ビル

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

営繕職員（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）

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

長野県松本市石芝３丁目９番１号 雇用・労災

雇用期間の定めなし

一般事務（臨時職員） 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）

楢川文化施設職員（臨時
職員）

塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）
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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

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～16時30分

830円～830円 (2) 9時30分～17時30分
年齢不問

TEL 0263-87-4522（従業員数 26人 ）
パート労働者 20020- 8400291 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)13時00分～16時00分

830円～830円
年齢不問

TEL 0263-87-4522（従業員数 26人 ）
パート労働者 20020- 8404391 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 7時30分～11時30分

830円～830円 (2) 7時30分～14時30分
年齢不問

TEL 0263-35-3344（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020- 8435591 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～16時00分

825円～825円
年齢不問

TEL 0263-53-4780（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020- 8607391 就業場所 長野県塩尻市

一般事務 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

雇用期間の定めなし

出荷（ピッキング） 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 労災

雇用期間の定めなし

清掃業務（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）

金融機関窓口≪急募≫ 塩尻市農業協同組合 長野県塩尻市大門六番町３番５６号 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

★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 

『福祉ジョブセミナー』も開催！ 
 

   ハローワーク木曽福島では 

    「福祉ジョブセミナー」 を開催しています。 

   福祉の仕事や必要な資格について知ることが 

         できます。日程についてはお問合せ下さい。 
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