
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 建築施工管理技士１級
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 建築士（１級）

270,000円～400,000円 普通自動車免許一種
省令１号

TEL 0263-86-6001（従業員数 20人 ）
正社員 20020- 9920891 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00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

249,000円～372,000円
省令１号

TEL 0263-86-6001（従業員数 20人 ）
正社員 20020- 9919991 就業場所 長野県塩尻市

月給 建築施工管理技士２級
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

249,000円～371,000円 普通自動車免許ＡＴ
省令１号

TEL 0263-86-6001（従業員数 20人 ）
正社員 20020- 9921291 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
不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

250,000円～350,000円
年齢不問

TEL 0263-87-1155（従業員数 2人 ）
正社員 20020-10320091 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～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

204,360円～332,035円
省令１号

TEL 0263-54-1390（従業員数 34人 ）
正社員 20020-10187691 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

240,000円～320,000円
年齢不問

TEL 0263-31-8360（従業員数 12人 ）
有期雇用派遣 20020-10036291 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（１年単位）
不問 (1) 8時30分～17時30分

231,000円～300,300円
年齢不問

TEL 0263-52-0790（従業員数 9人 ）
正社員 20020-10218691 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1) 8時45分～17時30分

240,140円～300,080円
年齢不問

TEL 0263-88-5763（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣 20020-10145391 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1) 8時45分～17時30分

240,140円～300,080円
年齢不問

TEL 0263-88-5763（従業員数 1人 ）
無期雇用派遣 20020-10148491 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1) 8時45分～17時30分

240,140円～300,080円
年齢不問

TEL 0263-88-5763（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣 20020-10313391 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1) 8時45分～17時30分

240,140円～300,080円
年齢不問

TEL 0263-88-5763（従業員数 1人 ）
無期雇用派遣 20020-10315991 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 土木施工管理技士２級
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 管工事施工技士２級

170,000円～300,000円 普通自動車免許一種
省令１号

TEL 0263-52-0146（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 9832891 就業場所 長野県塩尻市

ソフトウエア開発（Ｃ／
Ｃ＋＋）

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

雇用期間の定めなし

配管技術者及び見習い 株式会社　野田工業 長野県塩尻市大門７－８－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

ソフトウエア開発（Ｃ／
Ｃ＋＋）

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

雇用期間の定めなし

Ｌｉｎｕｘシステム開発 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

雇用期間の定めなし

工場内作業（溶接工補
助）

有限会社　テッケン 長野県塩尻市広丘郷原１０００－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

Ｌｉｎｕｘシステム開発 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

雇用期間の定めなし

人材リソース担当 株式会社　ユリーカ　長
野本社

長野県塩尻市大字広丘野村１６８８－１　広
丘ショッピングタウン（ＧＡＺＡ）３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

製品マニュアル企画設計 株式会社　コスモ　松本
事業所

長野県松本市中央３－３－１６　松本蔵の街
ビル

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

現場管理 サカイ創建　株式会社
信州支店

長野県塩尻市大字広丘吉田３９２－１　（信
州健康ランド南隣・中央道塩尻北ＩＣ入口
直前）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

営業（塩尻） 長野県輸出スクラップ事
業協同組合

長野県塩尻市大字広丘吉田６６５－１１　ノ
ダビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

建築施工管理（リフォー
ム・営繕）≪急募≫

サカイ創建　株式会社
信州支店

長野県塩尻市大字広丘吉田３９２－１　（信
州健康ランド南隣・中央道塩尻北ＩＣ入口
直前）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

建築現場監督（１級建築
施工管理技士）

サカイ創建　株式会社
信州支店

長野県塩尻市大字広丘吉田３９２－１　（信
州健康ランド南隣・中央道塩尻北ＩＣ入口
直前）

℡ 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１年６月１３日発行  （６月５日～６月１１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

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

200,000円～300,000円 (2) 9時00分～18時00分
省令１号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0263-85-2071（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 9939291 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
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

200,000円～300,000円 (2) 9時00分～18時00分
省令１号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0263-85-2071（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 9940091 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- 9981091 就業場所 長野県塩尻市 厚生年金基金

月給
59歳以下 (1) 9時00分～17時30分

188,060円～297,085円
省令１号

TEL 0263-54-1390（従業員数 34人 ）
正社員 20020-10186391 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
35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

251,679円～289,863円
省令３号のイ

TEL 0263-98-5761（従業員数 102人 ）
正社員 20020- 9812991 就業場所 長野県塩尻市他

時給
18歳以上 (1) 5時00分～14時00分

225,216円～281,520円 (2)15時00分～ 0時00分
省令２号

TEL 0263-87-8673（従業員数 30人 ）
有期雇用派遣 20020-10293491 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) 7時00分～16時00分 准看護師

222,000円～270,000円 (2) 8時30分～17時30分
省令１号

TEL 0263-51-6610（従業員数 46人 ）
正社員 20020-10097191 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許一種
18歳～44歳 (1) 3時00分～ 6時30分

207,000円～257,000円 (2)13時30分～18時00分
省令３号のイ (3) 9時00分～17時45分

TEL 0263-52-2220（従業員数 7人 ）
正社員 20020- 9773391 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許一種
35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

215,633円～250,659円
省令３号のイ

TEL 0263-98-5761（従業員数 102人 ）
正社員 20020- 9815891 就業場所 長野県塩尻市他

月給 普通自動車免許一種
34歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

210,000円～250,000円
省令３号のイ

TEL 0263-86-6001（従業員数 20人 ）
正社員 20020- 9917391 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） フォークリフト技能者
64歳以下 (1) 8時30分～17時15分

200,000円～250,000円
省令１号

TEL 0263-58-2829（従業員数 19人 ）
正社員 20020- 9941391 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

180,000円～250,000円
省令１号

TEL 0263-52-1585（従業員数 110人 ）
正社員 20020- 9961891 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 危険物取扱者（丙種）

183,500円～249,500円 普通自動車免許一種
省令１号

TEL 0263-86-0891（従業員数 19人 ）
正社員 20020- 9798091 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 7時00分～18時30分

166,000円～240,000円 (2) 8時00分～18時45分
年齢不問

TEL 0263-86-4724（従業員数 3人 ）
正社員 20020-10170691 就業場所 長野県塩尻市

月給
45歳以下 (1) 8時15分～17時05分

160,000円～240,000円
省令３号のイ

TEL 0263-52-2501（従業員数 106人 ）
正社員 20020-10336591 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

日給 変形（１年単位） フォークリフト技能者
40歳以下 (1) 8時30分～17時00分

185,070円～239,700円 (2) 7時00分～15時00分
省令３号のイ

TEL 0263-52-0737（従業員数 29人 ）
正社員 20020-10087291 就業場所 長野県塩尻市

プレス加工技術者 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

荷造・運搬 有限会社　昭光産業 長野県塩尻市大字宗賀１番地（昭和電工
（株）塩尻事業所内）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

廃油収集業務及び現場営
業

長野喜楽鉱業　株式会社 長野県塩尻市大字広丘吉田２９０２－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

整骨院受付 合同会社　吉田原整骨院 長野県塩尻市大字広丘吉田６６５－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

カメラ部品の納品管理 株式会社　栄光製作所 長野県塩尻市広丘郷原１０００－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

総合職（営業補佐・設計
開発）

株式会社　オーイケ 長野県東筑摩郡山形村５４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

現場管理（未経験） サカイ創建　株式会社
信州支店

長野県塩尻市大字広丘吉田３９２－１　（信
州健康ランド南隣・中央道塩尻北ＩＣ入口
直前）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

看護職員（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

営業（塩尻・松本・安曇
野）

株式会社　信毎販売セン
ターふれあいネット　中
南信本社

長野県塩尻市大門泉町７番７号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

営業 株式会社　オーイケ 長野県東筑摩郡山形村５４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

鋳物製品の製造工程の前
処理工程

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）

施工作業員≪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

業務ＳＥ【Ｉ・Ｕターン
併用】

株式会社　ユリーカ　長
野本社

長野県塩尻市大字広丘野村１６８８－１　広
丘ショッピングタウン（ＧＡＺＡ）３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

建物管理業務 株式会社　オンテック
（信州エリア）

長野県塩尻市大字広丘吉田１１３１－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

ルート営業 株式会社　オンテック
（信州エリア）

長野県塩尻市大字広丘吉田１１３１－３ 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 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 8時20分～17時00分 普通自動車免許一種

155,000円～235,000円
省令１号

TEL 0263-52-1903（従業員数 19人 ）
正社員 20020- 9898791 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1) 9時30分～18時45分

170,000円～230,000円
省令１号

TEL 0263-31-0191（従業員数 22人 ）
正社員 20020- 9888991 就業場所 長野県塩尻市他

月給
不問 (1) 9時30分～18時45分

170,000円～230,000円
年齢不問

TEL 0263-31-0191（従業員数 22人 ）
正社員以外 20020- 9891591 就業場所 長野県塩尻市他

月給
不問 (1) 9時30分～18時45分

170,000円～230,000円
年齢不問

TEL 0263-31-0191（従業員数 22人 ）
正社員以外 20020- 9896991 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
59歳以下 (1) 9時30分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ

180,000円～210,000円 (2)10時00分～18時00分 自動二輪車免許
省令１号

TEL 0263-52-1075（従業員数 8人 ）
正社員 20020-10271591 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
35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

155,000円～203,400円
省令３号のイ

TEL 0263-52-7825（従業員数 160人 ）
正社員 20020-10378191 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) 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 30人 ）
有期雇用派遣 20020-10296291 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) 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- 9756091 就業場所 長野県塩尻市他

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 (2) 8時30分～17時30分 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- 9757391 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歳以上 (1) 8時00分～17時00分 警備員検定試験２級

190,000円～190,000円 (2)21時00分～ 6時00分
省令２号

TEL 0263-26-2268（従業員数 30人 ）
正社員 20020- 9890291 就業場所 長野県塩尻市他

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 ホームヘルパー２級

158,000円～186,000円 (2) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修
省令１号 (3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6610（従業員数 14人 ）
正社員 20020-10095291 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30分～17時00分

162,750円～184,450円
省令２号

TEL 0263-88-9240（従業員数 18人 ）
正社員以外 20020-10085791 就業場所 長野県塩尻市他

日給 変形（１ヶ月単位） その他の保安関連免許
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

182,000円～182,000円 (2)21時00分～ 6時00分 警備員検定試験２級
省令２号

TEL 0263-35-9440（従業員数 60人 ）
正社員以外 20020- 9839991 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歳以上 (1) 8時00分～17時00分

150,000円～180,000円 (2)21時00分～ 6時00分
省令２号

TEL 0263-26-2268（従業員数 30人 ）
正社員以外 20020- 9892191 就業場所 長野県塩尻市他

月給
不問 (1) 8時30分～17時30分

150,000円～180,000円
年齢不問

TEL 0263-87-1155（従業員数 1人 ）
正社員 20020-10321391 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（１ヶ月単位） 警備員検定試験２級
18歳～64歳 (1) 8時00分～17時00分 警備員検定試験１級

151,200円～172,800円 (2)21時00分～ 6時00分
省令２号

TEL 0263-87-3627（従業員数 25人 ）
正社員以外 20020-10221291 就業場所 長野県塩尻市他

事務員 長野県輸出スクラップ事
業協同組合

長野県塩尻市大字広丘吉田６６５－１１　ノ
ダビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

警備職員（松本・塩尻・
木曽）≪急募≫

株式会社　全日警サービ
ス長野　松本営業所

長野県松本市野溝西１－１１－８
鵬ビル１階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

交通誘導警備員（資格
者）≪急募≫

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

警備員 有限会社　セントラル
松本支社

長野県松本市市場８－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

介護職員（グループホー
ムさとび）

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

交通誘導警備員（中信地
域）【急募】

チューリップライフ　株
式会社　松本営業所

長野県松本市大字和田４０２０－２５ 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（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
２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

業務社員 有限会社　セントラル
松本支社

長野県松本市市場８－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

フォークリフトでの出荷
作業

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）

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
２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

オートバイ販売（正社
員）

株式会社　広丘自動車研
究所

長野県塩尻市大字広丘野村１７５７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

営業職 長野森紙業　株式会社
塩尻事業所

長野県塩尻市大字広丘高出２００１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

リラクゼーションセラピ
スト　＜松本＞

癒し処　倉田屋 長野県松本市大字里山辺８４－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

リラクゼーションセラピ
スト　＜松本＞（経験
者）

癒し処　倉田屋 長野県松本市大字里山辺８４－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

機械工（ＮＣ旋盤） 有限会社　青山製作所 長野県塩尻市大字塩尻町６１１－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

リラクゼーションセラピ
スト
＜松本＞

癒し処　倉田屋 長野県松本市大字里山辺８４－３ 雇用・労災

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

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 14人 ）
正社員以外 20020-10096591 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
不問 (1) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修

163,400円～163,400円 普通自動車免許一種
年齢不問

TEL 0263-51-6610（従業員数 7人 ）
正社員以外 20020-10102391 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（１年単位） 中型自動車免許一種
18歳～59歳

143,000円～161,000円
省令２号

TEL 0263-50-8566（従業員数 5人 ）
正社員 20020-10273091 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
64歳以下

156,520円～156,520円
省令１号

TEL 0263-25-3172（従業員数 4人 ）
正社員 20020-10269491 就業場所 長野県塩尻市他 確定給付年金

時給 歯科衛生士
不問

1,200円～1,400円
年齢不問

TEL 0263-54-4111（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-10060891 就業場所 長野県塩尻市

時給 看護師
不問 准看護師

1,250円～1,350円
年齢不問

TEL 0263-51-6610（従業員数 46人 ）
パート労働者 20020-10103691 就業場所 長野県塩尻市

時給
60歳以上 (1) 8時00分～17時00分

875円～1,200円
省令３号のニ

TEL 0263-26-2268（従業員数 30人 ）
パート労働者 20020- 9894391 就業場所 長野県塩尻市他

時給
不問 (1)11時00分～14時00分

850円～1,200円 (2)17時00分～21時00分
年齢不問

TEL 0263-31-0855（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020- 9971591 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

950円～1,200円
年齢不問

TEL 0263-27-2419（従業員数 35人 ）
パート労働者 20020-10330691 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上

950円～1,200円
省令２号

TEL 0263-27-2419（従業員数 30人 ）
パート労働者 20020-10332491 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- 9755191 就業場所 長野県塩尻市他

時給 変形（１ヶ月単位） 警備員検定試験１級
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 警備員検定試験２級

875円～1,100円 (2)21時00分～ 6時00分
省令２号

TEL 0263-87-3627（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020-10223191 就業場所 長野県塩尻市他

時給 普通自動車免許一種
18歳以上 (1)18時00分～ 7時00分 普通自動車免許ＡＴ

900円～1,000円
省令２号

TEL 0263-51-0920（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020- 9760891 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～13時00分

850円～1,000円
年齢不問

TEL 0263-52-0005（従業員数 27人 ）
パート労働者 20020- 9802391 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

850円～1,000円
年齢不問

TEL 0263-31-3236（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 9935991 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,000円～1,000円
年齢不問

TEL 0263-54-0742（従業員数 45人 ）
パート労働者 20020-10268991 就業場所 長野県塩尻市

美容全般（エステティ
シャン）

株式会社　イーエス・イ
マージュ

長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－４２０ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

野菜の検品 美勢商事　株式会社 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－３２ 労災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

老人介護 株式会社　慈泉閣 長野県塩尻市大字片丘１０３７９－８ 労災

雇用期間の定めなし

清掃スタッフ　≪急募≫ 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

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
２Ｆ

労災

雇用期間の定めなし

警備職員≪急募≫ 株式会社　全日警サービ
ス長野　松本営業所

長野県松本市野溝西１－１１－８
鵬ビル１階

労災

雇用期間の定めなし

ハンバーガー類の製造・
販売【塩尻地区】

クォリティフーズ　株式
会社

長野県松本市筑摩１丁目２９－２ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

夜間清掃作業 クォリティフーズ　株式
会社

長野県松本市筑摩１丁目２９－２ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

警備員 有限会社　セントラル
松本支社

長野県松本市市場８－６ 労災

雇用期間の定めなし

キッチン補助及びホール
スタッフ

株式会社　ＦＲＡＤ
「鮮波亭」

長野県塩尻市大字宗賀２４４６番地１ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

歯科衛生士 医療法人　内川歯科医院 長野県塩尻市大字広丘野村２１１５ 労災

雇用期間の定めなし

看護職員（有料老人ホー
ムせセらぎ）

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）

ルート配送 株式会社　名孝高速　松
本営業所

長野県塩尻市広丘野村１９８０番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

店舗スタッフ（フィール
ド社員）

株式会社　エクセル 長野県松本市平田東１－１０－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

介護職員（グループホー
ムさとび）

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）

介護職員（ヘルパース
テーションせせらぎ）

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）
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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 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
不問 (1) 9時30分～15時00分 介護職員初任者研修

950円～950円 (2)10時00分～16時00分 普通自動車免許一種
年齢不問

TEL 0263-51-6610（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-10105491 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25分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

880円～900円
年齢不問

TEL 0263-52-6892（従業員数 14人 ）
パート労働者 20020-10019891 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～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

880円～900円 (2) 9時00分～15時00分
年齢不問

TEL 0263-52-6892（従業員数 14人 ）
パート労働者 20020-10020191 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～15時30分

830円～900円
年齢不問

TEL 0263-54-4448（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-10066691 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～17時00分

835円～900円 (2) 9時00分～17時30分
年齢不問

TEL 0263-54-0742（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-10267691 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 20020-10307991 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)16時00分～21時00分

850円～900円
年齢不問

TEL 0263-47-0370（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-10348991 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)16時00分～23時30分

850円～900円
省令２号

TEL 0263-47-0370（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-10352191 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上

900円～900円
省令２号

TEL 0263-47-0370（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-10353091 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上

900円～900円
省令２号

TEL 0263-47-0370（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-10354391 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)14時00分～17時00分

860円～860円
年齢不問

TEL 0263-53-6633（従業員数 19人 ）
パート労働者 20020- 9942691 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 8時00分～10時30分

850円～850円 (2)16時00分～17時30分
年齢不問

TEL 0263-51-0920（従業員数 14人 ）
パート労働者 20020- 9914591 就業場所 長野県塩尻市

作業補助 有限会社　インフィデン
ト

長野県塩尻市大字広丘野村１２８６－３ 労災

雇用期間の定めなし

送迎運転手 株式会社　慈泉閣 長野県塩尻市大字片丘１０３７９－８ 労災

雇用期間の定めなし

水泳指導・プール監視
（塩尻）

株式会社　松本スイミン
グセンター

長野県松本市大字島内５３０４－１ 労災

雇用期間の定めなし

トレーニングジム指導
（塩尻）

株式会社　松本スイミン
グセンター

長野県松本市大字島内５３０４－１ 労災

雇用期間の定めなし

館内清掃作業 株式会社　松本スイミン
グセンター

長野県松本市大字島内５３０４－１ 労災

雇用期間の定めなし

フロント・受付業務（塩
尻）

株式会社　松本スイミン
グセンター

長野県松本市大字島内５３０４－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

おやき、おこわの製造 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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

試験・事務補助（育林
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）

精密プレス加工　製品検
査

有限会社　深志製作所 長野県塩尻市大字広丘野村角前２０１１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

衣料品販売員 有限会社　ヤマダ 長野県塩尻市大門幸町７００－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

介護職員（ヘルパース
テーションせせらぎ）

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）

精密プレス加工　製品検
査

有限会社　深志製作所 長野県塩尻市大字広丘野村角前２０１１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

< ホット情報の設置場所 > 毎週木曜日更新 

・ハローワーク玄関先の棚  

・国道１９号線沿いのコンビニ各店 

・木曽郡内各町村役場・商工会 

 ハローワーク木曽福島 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。  
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