
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ＡＴ
44歳以下 (1) 9時30分～19時00分 普通自動車免許一種

210,000円～410,000円
省令３号のイ

TEL 0263-85-7171 （従業員数 6人 ）
正社員 20020- 9687791 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ＡＴ
59歳以下 (1) 8時30分～17時40分 普通自動車免許一種

200,000円～400,000円
省令１号

TEL 0263-88-8920 （従業員数 22人 ）
正社員 20020- 9676691 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
64歳以下 (1) 8時30分～18時00分 建築士（１級）

300,000円～385,000円 建築士（２級）
省令１号

TEL 0263-54-3510 （従業員数 4人 ）
正社員 20020- 9636791 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許ＡＴ
35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

200,000円～350,000円
省令３号のイ

TEL 0263-54-0240 （従業員数 2人 ）
正社員 20020- 9465691 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30分～17時40分 普通自動車免許ＡＴ

210,000円～350,000円
省令１号

TEL 0263-88-8920 （従業員数 22人 ）
正社員 20020- 9678491 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40分

180,000円～350,000円
省令１号

TEL 0263-88-8920 （従業員数 22人 ）
正社員 20020- 9679791 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～19時00分 普通自動車免許ＡＴ

200,000円～350,000円
省令１号

TEL 0263-85-7171 （従業員数 16人 ）
正社員 20020- 9692691 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20分～17時00分

190,000円～330,000円
省令１号

TEL 0263-52-1150 （従業員数 92人 ）
正社員 20020- 9309091 就業場所 長野県塩尻市 厚生年金基金

日給 普通自動車免許一種
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 中型自動車免許一種

255,200円～324,800円 車両系解体用運転
省令１号

TEL 0263-55-4996 （従業員数 15人 ）
正社員 20020- 9376391 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) 8時00分～17時00分 警備員検定試験２級

250,000円～320,000円
省令２号

TEL 0263-38-7020 （従業員数 10人 ）
正社員 20020- 9439191 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～39歳 (1) 7時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

209,000円～318,800円 (2)23時00分～ 2時00分
省令３号のイ

TEL 0263-26-2184 （従業員数 10人 ）
正社員 20020- 9741491 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～39歳 (1) 7時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

209,000円～318,800円 (2)23時00分～ 2時00分
省令３号のイ

TEL 0263-26-2184 （従業員数 10人 ）
正社員 20020- 9742791 就業場所 長野県塩尻市他

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

電気ハード設計・ソフト
設計

株式会社　サイクス 長野県塩尻市大字洗馬２９２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

店舗スタッフ（中信エリ
ア）

株式会社　チンタイバン
ク　（ミニミニＦＣ）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２

新築・増改築の企画・設
計施工

株式会社アリス　塩尻支
店

長野県塩尻市大字広丘野村１０６９－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

精密金属部品加工≪急募
≫
マシニングセンター機械
加工

株式会社　松島製作所 長野県塩尻市大字宗賀平出５５０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

自動機・治具等設計 株式会社　サイクス 長野県塩尻市大字洗馬２９２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

機械組立 株式会社　サイクス 長野県塩尻市大字洗馬２９２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

建物管理スタッフ 株式会社　チンタイバン
ク　（ミニミニＦＣ）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

工場内で使用する器具の
製作及び修繕・ボイラー
管理

株式会社　アルプス 長野県塩尻市塩尻町２６０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

現場作業員≪急募≫ Ｋｒａｆｔ　株式会社 長野県松本市大字和田３７２７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

管制職　（幹部社員） 有限会社　エム・エス・
ディ　本社

長野県松本市女鳥羽２丁目４番２９号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

建物清掃≪急募≫ 株式会社　パワー・ケー 長野県松本市野溝東１丁目６番５号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

寝具乾燥≪急募≫ 株式会社　パワー・ケー 長野県松本市野溝東１丁目６番５号 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１年６月６日発行  （５月２９日～６月５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年単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時25分～17時20分 普通自動車免許ＡＴ

190,000円～300,000円
省令１号

TEL 0263-56-2111 （従業員数 45人 ）
正社員 20020- 9683391 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
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- 9591291 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) 8時30分～17時20分

220,000円～280,000円
省令１号

TEL 0263-51-5151 （従業員数 16人 ）
正社員 20020- 9359191 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30分～17時20分

220,000円～280,000円
省令１号

TEL 0263-51-5151 （従業員数 16人 ）
正社員 20020- 9360691 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30分～17時20分

220,000円～280,000円
省令１号

TEL 0263-51-5151 （従業員数 16人 ）
正社員 20020- 9361991 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30分～17時20分

220,000円～280,000円
省令１号

TEL 0263-51-5151 （従業員数 16人 ）
正社員 20020- 9362491 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30分～17時20分

220,000円～280,000円
省令１号

TEL 0263-51-5151 （従業員数 16人 ）
正社員 20020- 9363791 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30分～17時20分

185,000円～280,000円
省令１号

TEL 0263-51-5151 （従業員数 16人 ）
正社員 20020- 9365291 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00分～17時00分 中型自動車免許一種

180,000円～280,000円 中型一種（８ｔ限定）
省令１号

TEL 0263-86-0250 （従業員数 10人 ）
正社員 20020- 9691391 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
18歳～59歳 (1) 8時25分～17時20分 普通自動車免許ＡＴ

178,500円～275,000円 (2)12時50分～21時40分
省令１号 (3)15時20分～ 0時00分

TEL 0263-56-2111 （従業員数 45人 ）
正社員 20020- 9680591 就業場所 長野県塩尻市 確定拠出年金

月給 交替制あり 介護支援専門員
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

240,000円～270,000円 (2) 8時30分～17時30分
省令１号

TEL 0263-51-6301 （従業員数 250人 ）
正社員 20020- 9709491 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)18時00分～ 3時00分 普通自動車免許ＡＴ

183,562円～258,870円 (2)20時00分～ 5時00分
省令２号 (3)22時30分～ 7時30分

TEL 0263-87-0425 （従業員数 195人 ）
無期雇用派遣 20020- 9569091 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) 8時15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

214,949円～256,303円 (2)20時15分～ 5時00分
省令２号

TEL 0263-87-0425 （従業員数 195人 ）
無期雇用派遣 20020- 9563491 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歳以上 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

213,840円～255,640円 (2)21時00分～ 6時00分
省令２号

TEL 0263-38-7020 （従業員数 15人 ）
正社員以外 20020- 9441991 就業場所 長野県塩尻市他

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- 9592591 就業場所 長野県塩尻市他

月給 歯科技工士
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

205,000円～250,000円
省令１号

TEL 0263-52-0118 （従業員数 35人 ）
正社員 20020- 9427791 就業場所 長野県塩尻市 厚生年金基金

印刷営業 日本ハイコム　株式会社 長野県塩尻市大字北小野４７２４番地 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

太陽光発電設備設置工及
び施工管理

信濃工機　株式会社 長野県塩尻市広丘野村１８６０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

ＬＰガス機器の配管及び
メンテナンス

信濃工機　株式会社 長野県塩尻市広丘野村１８６０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

冷暖房工事 信濃工機　株式会社 長野県塩尻市広丘野村１８６０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

空調機器の保守・メンテ
ナンス

信濃工機　株式会社 長野県塩尻市広丘野村１８６０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

水廻り機器設置工事 信濃工機　株式会社 長野県塩尻市広丘野村１８６０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

営業職 信濃工機　株式会社 長野県塩尻市広丘野村１８６０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

サッシ・エクステリアの
取付け・配送

征矢野建材　株式会社 長野県松本市大字笹賀７１１６－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

印刷機オペレーター 日本ハイコム　株式会社 長野県塩尻市大字北小野４７２４番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

介護支援専門員（まほろ
ばケアマネジメントサー
ビス）

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

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

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

警備員（簡易信号のオペ
レーター）

有限会社　エム・エス・
ディ　本社

長野県松本市女鳥羽２丁目４番２９号 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

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 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ヶ月単位） 介護福祉士
18歳～59歳 (1) 7時30分～16時30分 ホームヘルパー２級

156,000円～250,000円 (2)10時00分～19時00分 介護支援専門員
省令１号 (3)12時30分～21時30分

TEL 0263-51-1128 （従業員数 12人 ）
正社員 20020- 9460291 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～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

180,000円～250,000円 大型自動車免許一種
省令３号のイ

TEL 0263-54-4800 （従業員数 7人 ）
正社員 20020- 9652791 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00分～ 5時00分 普通自動車免許ＡＴ

185,046円～246,728円
省令２号

TEL 0263-87-0425 （従業員数 195人 ）
無期雇用派遣 20020- 9522491 就業場所 長野県塩尻市

月給 歯科衛生士
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

205,000円～245,000円
省令１号

TEL 0263-52-0118 （従業員数 35人 ）
正社員 20020- 9432691 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） 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

164,160円～237,600円 (2) 8時30分～17時30分 原動機付自転車免許
省令２号 (3)21時00分～ 6時00分

TEL 0263-38-7020 （従業員数 10人 ）
正社員以外 20020- 9443791 就業場所 長野県塩尻市他

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

195,160円～233,280円 (2)20時15分～ 5時00分
省令２号

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
無期雇用派遣 20020- 9564791 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15分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

192,160円～230,280円
年齢不問

TEL 0263-87-0425 （従業員数 190人 ）
無期雇用派遣 20020- 9567591 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15分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

183,880円～222,000円
年齢不問

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
無期雇用派遣 20020- 9565891 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
40歳以下 (1) 8時30分～17時20分 普通自動車免許一種

180,000円～220,000円
省令３号のイ

TEL 0263-51-5151 （従業員数 16人 ）
正社員 20020- 9358591 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- 9421191 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
44歳以下 (1) 9時30分～19時00分 普通自動車免許一種

170,000円～220,000円
省令３号のイ

TEL 0263-85-7171 （従業員数 6人 ）
正社員 20020- 9688891 就業場所 長野県松本市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 9時30分～19時00分 普通自動車免許一種

170,000円～220,000円
省令１号

TEL 0263-85-7171 （従業員数 16人 ）
正社員 20020- 9693991 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30分～19時00分 普通自動車免許一種

170,000円～220,000円
省令１号

TEL 0263-85-7171 （従業員数 6人 ）
正社員 20020- 9694491 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 8時15分～17時15分

215,280円～215,280円
年齢不問

TEL 0263-51-5553 （従業員数 7人 ）
有期雇用派遣 20020- 9486291 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20分～17時20分 普通自動車免許ＡＴ

159,760円～214,680円
年齢不問

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
無期雇用派遣 20020- 9524891 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 簿記検定（日商３級）

162,000円～210,000円 普通自動車免許ＡＴ
省令１号

TEL 0263-51-1128 （従業員数 5人 ）
正社員 20020- 9462191 就業場所 長野県塩尻市

介護職（ショートステ
イ・グループホーム）

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

葬祭業全般《急募》 有限会社　広伸 長野県塩尻市大字大門５２－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

製造（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

歯科衛生士 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 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

警備スタッフ（中信） 有限会社　エム・エス・
ディ　本社

長野県松本市女鳥羽２丁目４番２９号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

製品の洗浄および検査
（交替勤）

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

自動車部品の手仕上げ 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）
【日勤】

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

エネルギー機器の施工お
よびメンテナンス

信濃工機　株式会社 長野県塩尻市広丘野村１８６０ 雇用・労災・
健康・厚生

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（中信エリア） 株式会社　チンタイバン
ク　（ミニミニＦＣ）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

一般事務（賃貸管理部） 株式会社　チンタイバン
ク　（ミニミニＦＣ）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

一般事務（契約管理部） 株式会社　チンタイバン
ク　（ミニミニＦＣ）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

金属部品の仕上げ加工 株式会社　パワーネッ
ト・フィールド

長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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

一般事務（総務事務） 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

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

時給 交替制あり
18歳以上 (1) 8時15分～17時15分

207,000円～207,000円 (2)20時15分～ 5時15分
省令２号

TEL 0263-51-5553 （従業員数 6人 ）
有期雇用派遣 20020- 9485891 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

153,273円～206,030円
年齢不問

TEL 0263-87-0425 （従業員数 195人 ）
無期雇用派遣 20020- 9521991 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

205,440円～205,440円 (2)16時00分～ 1時10分
省令２号 (3) 0時00分～ 9時10分

TEL 0263-51-5553 （従業員数 1人 ）
有期雇用派遣 20020- 9495591 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

170,000円～200,000円
省令３号のイ

TEL 0263-47-9840 （従業員数 14人 ）
正社員 20020- 9412591 就業場所 長野県塩尻市 厚生年金基金

月給
40歳以下 (1)10時30分～20時00分

150,000円～200,000円 (2) 9時30分～19時00分
省令３号のイ

TEL 0263-29-0700 （従業員数 6人 ）
正社員 20020- 9490991 就業場所 長野県塩尻市他

時給 変形（１年単位）
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

148,000円～197,320円
省令１号

TEL 0266-46-2103 （従業員数 19人 ）
正社員 20020- 9712191 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（１年単位）
64歳以下 (1) 8時00分～17時00分

148,000円～197,320円
省令１号

TEL 0266-46-2103 （従業員数 19人 ）
正社員 20020- 9713091 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

180,000円～195,000円
省令１号

TEL 0263-52-0118 （従業員数 35人 ）
正社員 20020- 9428891 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
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 195人 ）
無期雇用派遣 20020- 9528091 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

154,000円～191,000円
年齢不問

TEL 0263-87-0425 （従業員数 180人 ）
無期雇用派遣 20020- 9550191 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

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

152,892円～189,645円
年齢不問

TEL 0263-87-0425 （従業員数 195人 ）
無期雇用派遣 20020- 9630191 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

152,892円～189,645円
年齢不問

TEL 0263-87-0425 （従業員数 195人 ）
無期雇用派遣 20020- 9631091 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～16時55分 普通自動車免許ＡＴ

141,041円～184,583円
年齢不問

TEL 0263-87-0425 （従業員数 180人 ）
無期雇用派遣 20020- 9556791 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- 9551091 就業場所 長野県塩尻市

自動車部品の加工オペ
レーター

株式会社　パワーネッ
ト・フィールド

長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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

セラミック基板の機械オ
ペレーター

株式会社　パワーネッ
ト・フィールド

長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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

エステティシャン 株式会社　ユニティープ
ラス

長野県松本市井川城２丁目５－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

精密機械加工（ＮＣ旋
盤）

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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

精密機械加工（マシニン
グセンター）

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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

歯科マネージャー
（歯科助手・受付）

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 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

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

組立 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

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）

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）

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

組立 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

製品検査 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
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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) 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- 9553691 就業場所 長野県塩尻市

月給 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

150,000円～180,000円
年齢不問

TEL 0263-54-3510 （従業員数 4人 ）
正社員 20020- 9634991 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
35歳以下 (1) 9時30分～18時30分

168,000円～173,000円 (2)11時00分～20時00分
省令３号のイ

TEL 0263-83-7343 （従業員数 400人 ）
正社員 20020- 9498391 就業場所 長野県塩尻市他

時給 介護福祉士
不問 (1) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修

146,200円～172,000円 普通自動車免許一種
年齢不問

TEL 0263-51-6301 （従業員数 65人 ）
正社員以外 20020- 9705091 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 普通自動車免許一種

146,200円～172,000円 介護職員初任者研修
年齢不問

TEL 0263-51-6301 （従業員数 75人 ）
正社員以外 20020- 9706391 就業場所 長野県塩尻市

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

150,000円～160,000円
省令３号のイ

TEL 0263-40-5760 （従業員数 8人 ）
正社員 20020- 9721091 就業場所 長野県塩尻市他

時給
不問 (1) 8時15分～17時05分

152,640円～152,640円
年齢不問

TEL 0263-51-5553 （従業員数 5人 ）
有期雇用派遣 20020- 9496191 就業場所 長野県塩尻市

時給 看護師
不問 (1) 8時30分～12時30分 准看護師

1,500円～1,500円
年齢不問

TEL 0263-58-1165 （従業員数 5人 ）
パート労働者 20020- 9354491 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～15時00分

1,000円～1,300円 (2) 9時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0263-54-1390 （従業員数 37人 ）
パート労働者 20020- 9337991 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（１ヶ月単位） 看護師
不問 准看護師

1,100円～1,300円
年齢不問

TEL 0263-51-6211 （従業員数 120人 ）
パート労働者 20020- 9574291 就業場所 長野県塩尻市

時給 看護師
不問 (1) 8時00分～17時00分 准看護師

1,200円～1,200円 (2) 8時00分～13時30分 普通自動車免許一種
年齢不問

TEL 0263-53-4780 （従業員数 8人 ）
パート労働者 20020- 9350091 就業場所 長野県塩尻市

時給 歯科衛生士
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- 9431391 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
不問 (1) 9時30分～16時00分 普通自動車免許一種

900円～1,100円
年齢不問

TEL 0263-85-7171 （従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 9695791 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
59歳以下 (1) 9時30分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

850円～1,100円
省令１号

TEL 0263-85-7171 （従業員数 15人 ）
パート労働者 20020- 9696891 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
不問 (1) 8時00分～16時00分

900円～1,050円 (2) 9時00分～16時00分
年齢不問

TEL 0266-46-2103 （従業員数 23人 ）
パート労働者 20020- 9710291 就業場所 長野県塩尻市

加工補助 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

事務員 株式会社アリス　塩尻支
店

長野県塩尻市大字広丘野村１０６９－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

調剤オペレーター 株式会社　とをしや薬局 長野県安曇野市穂高有明１００２２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

デイケア職員・運転業務
（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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

デイケア職員・運転業務
（まほろばの郷）

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）

医療事務（レセプト業
務）

株式会社　ひまわり（保
険薬局グループ）

長野県松本市大字新村１７０３－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

カメラ部品の加工オペ
レーター

株式会社　パワーネッ
ト・フィールド

長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

看護師 医療法人　元政会　今井
医院

長野県塩尻市広丘吉田３００３ 労災

雇用期間の定めなし

営業事務 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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

看護職 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）

看護師 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）

歯科衛生士 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

コールスタッフ（塩尻
市）

株式会社　チンタイバン
ク　（ミニミニＦＣ）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

パート事務（管理部） 株式会社　チンタイバン
ク　（ミニミニＦＣ）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２ 雇用・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２
Ｆ

労災

雇用期間の定めなし

精密機械加工（マシニン
グセンター）

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）
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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
不問 (1) 8時00分～16時00分

900円～1,050円 (2) 9時00分～16時00分
年齢不問

TEL 0266-46-2103 （従業員数 19人 ）
パート労働者 20020- 9714391 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

950円～1,000円
年齢不問

TEL 0263-52-0118 （従業員数 35人 ）
パート労働者 20020- 9429291 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)13時00分～17時30分

1,000円～1,000円
年齢不問

TEL 0263-51-5553 （従業員数 1人 ）
有期派遣パート 20020- 9500591 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～950円
年齢不問

TEL 0266-46-2103 （従業員数 19人 ）
パート労働者 20020- 9711591 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時00分～13時00分

900円～900円 (2) 9時30分～16時00分
年齢不問

TEL 0263-53-7564 （従業員数 29人 ）
パート労働者 20020- 9510091 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 9時30分～16時00分

850円～900円 (2)10時00分～16時00分
年齢不問

TEL 0263-51-8100 （従業員数 40人 ）
パート労働者 20020- 9659691 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

850円～900円
年齢不問

TEL 0263-51-8100 （従業員数 23人 ）
パート労働者 20020- 9660491 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

850円～900円
年齢不問

TEL 0263-51-8100 （従業員数 23人 ）
パート労働者 20020- 9661791 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

850円～900円
年齢不問

TEL 0263-51-8100 （従業員数 23人 ）
パート労働者 20020- 9662891 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

850円～900円
年齢不問

TEL 0263-51-8100 （従業員数 23人 ）
パート労働者 20020- 9664591 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（１年単位）
不問 (1)10時00分～15時00分

850円～900円
年齢不問

TEL 0263-51-8100 （従業員数 21人 ）
パート労働者 20020- 9669991 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- 9301691 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（１ヶ月単位）
不問 (1) 8時30分～12時00分

830円～830円
年齢不問

TEL 0263-25-4030 （従業員数 5人 ）
パート労働者 20020- 9308191 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1) 8時00分～11時30分

821円～821円 (2) 8時00分～17時00分
年齢不問 (3)12時30分～16時00分

TEL 0263-31-0733 （従業員数 13人 ）
パート労働者 20020- 9342091 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 47人 ）
正社員 20100-  770391 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

170,000円～210,000円
省令３号のイ

TEL 0264-34-3323 （従業員数 37人 ）
正社員 20100-  739391 就業場所 長野県塩尻市

精密機械加工（ＮＣ旋
盤）

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）

歯科マネジャー
（歯科助手・受付）

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

倉庫でのピッキング作業 株式会社　パワーネッ
ト・フィールド

長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

組立（自動車部品） 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）

調理業務 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 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

体験教室講師補助 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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

製造補助（ビール・ソー
セージ・乳製品等）

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 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

売店業務 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 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

調理補助（レストラン・
バーベキュー・ファース
トフード店）

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 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

遊具施設管理 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 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

企画、広報・事務所 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 労災

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）

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 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

病院内清掃 企業組合　労協ながの
中信事業本部

長野県松本市新村下新２９２７－２　新東ビル
２－３号室

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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

一般事務 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
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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
不問 (1) 9時00分～18時00分

850円～850円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0264-34-2105 （従業員数 12人 ）
パート労働者 20100-  790491 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
不問 (1) 9時00分～13時00分

840円～840円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問 (3) 9時00分～18時00分

TEL 0264-34-3888 （従業員数 16人 ）
パート労働者 20100-  759891 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～13時00分

830円～830円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0264-34-3888 （従業員数 16人 ）
パート労働者 20100-  760191 就業場所 長野県塩尻市

清掃（施設・敷地） 一般財団法人　塩尻・木
曽地域地場産業振興セン
ター

長野県塩尻市大字木曽平沢２２７２番地７ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ピッキング業務
（倉庫内軽作業）

中村漆器産業　株式会社 長野県塩尻市贄川２０７０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

販売・接客 一般財団法人　塩尻・木
曽地域地場産業振興セン
ター

長野県塩尻市大字木曽平沢２２７２番地７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

 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。  

＊＊＊ ハローワークのサービスメニュー ＊＊

ご希望の仕事を相談しながら探します！        ＊求人の状況により、ご希望に添えない場合もあります。 

仕事について相談したい！                                    ⇒ 専門のスタッフが就職相談、応募相談をいたします。 

子どもが小さいけど働ける所があるかしら？       ⇒ 一緒に探しましょう。 

就職に向けて技術や知識を身につけたい！                ⇒ 職業訓練の紹介や相談をいたします。 

就職活動に役立つセミナーを毎月開催しています！            ⇒ 履歴書などの書き方等を、専門の講師が説明いたします。 

在職中の方の各種相談にも応じています。 

どのような仕事があるのか詳しく調べたい。         ⇒ 求人票閲覧、パソコンで検索（全国）ができます。 

面接に関する各種相談をいたします。                 ⇒ 面接の受け方、履歴書の書き方（志望動機・自己ＰＲ等）などをアドバイスいたします。 

< 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 

どんな仕事が向いているか分からない！         ⇒ 適性検査ができます。 ＊概ね４４才以下が対象です。 要予約 

要予約 
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