
年齢・ 賃金形態
職種 年齢制限該当事由 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

賃金
月給

44歳以下 (1)9時00分～18時00分

210,000円～500,000円

TEL 0263-47-9840（従業員数 11人 ）
正社員 20020-  800821 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～450,000円

TEL 0263-54-2060（従業員数 15人 ）
正社員 20020-  606721 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30分～17時30分

220,000円～428,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0263-87-0015（従業員数 12人 ）
正社員 20020-  643421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～18時00分

180,000円～400,000円

TEL 0263-76-0140（従業員数 10人 ）
正社員 20020-  322721 就業場所 長野県塩尻市ほか

日給
18歳～44歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

184,000円～345,000円

TEL 0263-54-3827（従業員数 4人 ）
正社員 20020-  546521 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20分～17時00分

190,000円～330,000円

TEL 0263-52-1150（従業員数 92人 ）
正社員 20020-  656021 就業場所 長野県塩尻市 厚生

日給
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

161,250円～322,500円

TEL 0263-55-8067（従業員数 2人 ）
正社員 20020-  393421 就業場所 長野県塩尻市

時給 フレックス
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

201,500円～310,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-  405821 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

264,000円～300,000円

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020-  560821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

240,000円～300,000円

TEL 0263-53-9510（従業員数 18人 ）
正社員 20020-  663021 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

200,000円～300,000円

TEL 0263-85-4690（従業員数 3人 ）
正社員 20020-  708321 就業場所 長野県塩尻市

月給
34歳以下 (1)9時00分～18時00分

250,000円～300,000円

TEL 0263-47-9840（従業員数 11人 ）
正社員 20020-  814921 就業場所 長野県塩尻市 厚生

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 キャリア形
成

歯科衛生士 宮下歯科医院 長野県塩尻市広丘吉田３１３６ 雇用・労
災・健康

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員・施工管理 株式会社竹入興業 長野県塩尻市大字広丘野村２５２９ 雇用・労
災・健康・
厚生

大型自動車免許

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 不問

玉掛技能者

訪問看護（桔梗ヶ原病
院）

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

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

英文事務業務 株式会社コスモＧＣＣ松
本事業所

長野県松本市中央３－３－１６　松本蔵の街
ビル２階

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

建築塗装作業員 樹塗装店 長野県塩尻市大字広丘高出２２１０－４１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

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 定年を上限

電気設備 株式会社小川電気 長野県塩尻市大字柿沢２６－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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 定年を上限

リハビリテーション専門
学校教員

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

理学療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

設備（管・水道）工事の
施工管理

株式会社　企成工業 長野県塩尻市大字広丘野村１７８８－４６０ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

２級管工事施工管理技士

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

所在地・就業場所

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

℡ ０２６４－２２－２２３３

ハローワーク木曽福島

（木曽福島公共職業安定所）

【塩尻地域版】

令和４年１月１３日発行 （１月５日～１月１２日に受理したすべての求人を掲載しています。）

◎ 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。

◎ 賃金形態は、月給・日給・時給・その他があります。賃金表示の、時給・日給・その他の金額については、

月額換算で表示している場合があります。ご不明な点はお問い合わせください。
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年齢・ 賃金形態
職種 年齢制限該当事由 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

賃金
所在地・就業場所

日給
61歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

193,500円～290,250円

TEL 0263-54-0742（従業員数 36人 ）
正社員 20020-  433321 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)8時30分～18時30分

180,000円～290,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-51-0333（従業員数 16人 ）
正社員 20020-  761821 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

214,000円～284,000円

TEL 0263-75-4171（従業員数 12人 ）
正社員 20020-  301421 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

240,000円～280,000円

TEL 0263-51-6610（従業員数 72人 ）
正社員 20020-  598621 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

190,000円～280,000円

TEL 0263-51-1128（従業員数 87人 ）
正社員 20020-  608221 就業場所 長野県塩尻市

時給 フレックス
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

201,500円～279,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-  614021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

180,000円～260,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)21時00分～6時00分

TEL 0263-38-7020（従業員数 10人 ）
正社員 20020-  500721 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
39歳以下 (1)8時20分～17時00分

170,000円～260,000円

TEL 0263-52-1150（従業員数 92人 ）
正社員 20020-  657721 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時00分

174,000円～260,000円

TEL 0263-52-1150（従業員数 92人 ）
正社員 20020-  662121 就業場所 長野県塩尻市 厚生

時給
18歳～59歳 月額換算 (1)18時00分～3時00分

192,680円～256,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  823021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

230,000円～250,000円

TEL 0263-31-3772（従業員数 38人 ）
正社員 20020-  691521 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

210,000円～250,000円

TEL 0263-51-1700（従業員数 56人 ）
正社員 20020-  865021 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

170,000円～250,000円

TEL 0263-54-2478（従業員数 5人 ）
正社員 20020-  890021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

183,500円～249,500円

TEL 0263-86-0891（従業員数 16人 ）
正社員 20020-  482521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
62歳以下 (1)8時30分～17時30分

183,500円～249,500円

TEL 0263-86-0891（従業員数 16人 ）
正社員 20020-  484321 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)8時15分～17時15分

199,200円～248,000円 (2)5時00分～14時00分

(3)15時00分～0時00分

TEL 0263-52-0626（従業員数 261人 ）
正社員 20020-  694621 就業場所 長野県塩尻市 給付

自動車エンジン部品（鋳
造）の製造工程スタッフ

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

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

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

大型自動車免許

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めなし 定年を上限

配管作業及び現場管理 有限会社　塩尻設備 長野県塩尻市広丘高出１９３２一７ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

２級管工事施工管理技士

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

車両系建設機械（整地・運
搬・積込用及び掘削用）運転
技能者、その他の土木・舗
装・線路工事関係資格

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

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めなし キャリア形
成

言語聴覚士 医療法人　雄久会　「老
人保健施設こもれび」

長野県塩尻市大門六番町４番３６号 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

言語聴覚士

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護職（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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 定年を上限

葡萄栽培 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 定年を上限

酒類食品製造工 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 キャリア形
成

警備職員　幹部候補【ト
ライアル／就職氷河期世
代歓迎求人】

有限会社　エム・エス・
ディ　本社

長野県松本市旭１丁目４－２ 雇用・労
災・健康・
厚生

交通誘導警備業務検定２級

原動機付自転車免許

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

評価業務（インク評価） 株式会社コスモＧＣＣ松
本事業所

長野県松本市中央３－３－１６　松本蔵の街
ビル２階

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員（居宅介
護支援事業所せせらぎ）

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

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育士又はリハビリ職種 株式会社　オープンハー
ト

長野県塩尻市大字広丘吉田５０－７ 雇用・労
災・健康・
厚生

保育士

作業療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

理学療法士

理学療法士 医療法人　楽明会　穂苅
整形外科リウマチクリ
ニック

長野県塩尻市大字広丘野村２０５４－６ 雇用・労
災・健康・
厚生

理学療法士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

営業 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 定年を上限

2



年齢・ 賃金形態
職種 年齢制限該当事由 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

賃金
所在地・就業場所

時給
不問 月額換算 (1)8時15分～17時15分

228,400円～244,800円

TEL 0263-88-2091（従業員数 1人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-  615721 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時00分

175,000円～240,000円

TEL 0263-52-1903（従業員数 21人 ）
正社員 20020-  540921 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)8時20分～17時00分

190,000円～240,000円

TEL 0263-52-1150（従業員数 92人 ）
正社員 20020-  655121 就業場所 長野県塩尻市 厚生

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時15分～17時15分

194,520円～232,480円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  818821 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時15分～17時15分

194,520円～232,480円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  819221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)5時00分～14時00分

212,160円～228,480円 (2)14時30分～23時30分

TEL 0263-88-2091（従業員数 1人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-  635421 就業場所 長野県塩尻市 厚生

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

169,160円～226,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  821921 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～18時30分

180,000円～220,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-85-0711（従業員数 4人 ）
正社員 20020-  514621 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～19時00分

170,000円～220,000円 (2)8時30分～12時45分

TEL 0263-52-8722（従業員数 7人 ）
正社員 20020-  706521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
39歳以下 (1)9時00分～17時45分

218,000円～218,000円

TEL 0263-86-8940（従業員数 17人 ）
正社員 20020-  436121 就業場所 長野県塩尻市 拠出

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時20分～17時20分

163,080円～218,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  834221 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時15分～17時00分

178,880円～217,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  820621 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～59歳 月額換算 (1)17時00分～2時00分

172,160円～211,720円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  825821 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

177,135円～208,435円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0263-58-4312（従業員数 11人 ）
正社員 20020-  658821 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

177,135円～208,435円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-58-4312（従業員数 6人 ）
正社員 20020-  659221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

190,080円～207,360円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-  616821 就業場所 長野県塩尻市 厚生

検査 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）

不問

保育士（新規開設　オー
プニングスタッフ）

学校法人　御子柴学園
よしだ幼稚園

長野県塩尻市大字広丘吉田４９８－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

保育士

幼稚園教諭免許（専修・１
種・２種）雇用期間の定めなし 定年を上限

保育教諭 学校法人　御子柴学園
よしだ幼稚園

長野県塩尻市大字広丘吉田４９８－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

幼稚園教諭免許（専修・１
種・２種）

保育士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 定年を上限

検査（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 定年を上限

溶接 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 定年を上限

ルートセールス≪急募≫ 株式会社　ユニマットラ
イフ　松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６４２－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

医療事務 上條医院　耳鼻咽喉科 長野県塩尻市大門泉町８－１７ 雇用・労
災・健康・
厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし 不問

医療事務 吉田原耳鼻咽喉科 長野県塩尻市大字広丘吉田３０２９ 雇用・労
災・健康・
厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし 不問

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 定年を上限

材料投入業務 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

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

法令の規定
により年齢
制限がある

砂の検査・試験 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 定年を上限

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 定年を上限

品質検査及び管理 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 キャリア形
成

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 定年を上限

鋳造型のパーツ製造及び
メンテナンス

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）

不問

3



年齢・ 賃金形態
職種 年齢制限該当事由 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

賃金
所在地・就業場所

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

207,360円～207,360円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-  618521 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時25分～17時30分

170,480円～207,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  737721 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時25分～17時30分

170,480円～207,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  741921 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

183,300円～202,700円

TEL 0263-58-4326（従業員数 16人 ）
正社員 20020-  802521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
59歳以下

190,000円～200,000円

TEL 0263-54-2484（従業員数 5人 ）
正社員 20020-  368521 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時15分～17時00分

168,400円～199,200円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  750121 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

160,520円～191,440円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  751021 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

160,520円～191,440円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  752721 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時10分～16時55分

143,060円～186,410円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  748421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
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

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6610（従業員数 14人 ）
正社員 20020-  599921 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時00分

154,175円～184,037円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  734921 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

165,000円～183,300円 (2)7時30分～16時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0263-58-4326（従業員数 16人 ）
正社員以外 20020-  665821 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問 (1)7時30分～16時00分

151,634円～180,619円 (2)9時30分～18時00分

TEL 0263-86-3000（従業員数 57人 ）
正社員以外 20020-  553221 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

147,987円～176,818円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  744721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

156,200円～171,700円 (2)8時30分～17時30分

(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-  601321 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

171,700円～171,700円

TEL 0263-51-1920（従業員数 13人 ）
正社員以外 20020-  796821 就業場所 長野県塩尻市

業務スタッフ（ディレク
ター）業務スタッフ（一
般事務）

一般財団法人　塩尻市振
興公社

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内

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

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

介護福祉士

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

介護職員初任者研修修了者

製造（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 定年を上限

長野県公立学校事務職員
（校用業務員）

長野県田川高等学校 長野県塩尻市大字広丘吉田２６４５ 雇用・労
災・健康・
厚生

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

保育士　（日勤） 社会福祉法人　みのむし
学園　よしだ保育園

長野県塩尻市広丘吉田４９８－２ 雇用・労
災・健康・
厚生

保育士

幼稚園教諭免許（専修・１
種・２種）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

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 定年を上限

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

介護福祉士

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員初任者研修修了者

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 定年を上限

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 定年を上限

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 定年を上限

自動成形機オペレーター 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 定年を上限

農業 株式会社　ドリーム
ファーム洗馬

長野県塩尻市大字洗馬２５５６番地２ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育士 社会福祉法人　みのむし
学園　よしだ保育園

長野県塩尻市広丘吉田４９８－２ 雇用・労
災・健康・
厚生

保育士

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 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 定年を上限

ソフトウェア技術者 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 定年を上限

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）

不問

4



年齢・ 賃金形態
職種 年齢制限該当事由 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

賃金
所在地・就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

157,320円～157,320円

TEL 0263-31-3846（従業員数 3人 ）
正社員以外 20020-  526721 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)9時00分～12時00分

1,200円～2,000円 (2)14時00分～18時00分

TEL 0263-85-4690（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-  709621 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時10分～16時00分

240,000円～250,000円 (2)8時10分～16時30分

TEL 0263-38-7005（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣パート 20020-  612921 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)14時00分～17時15分

1,500円～1,500円

TEL 0263-53-7564（従業員数 40人 ）
パート労働者 20020-  592721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,300円～1,300円

TEL 0263-48-2437（従業員数 2人 ）
パート労働者 20020-  398021 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
不問 (1)8時15分～12時00分

1,100円～1,200円 (2)14時00分～17時30分

(3)8時15分～17時30分

TEL 0263-53-1016（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-  418621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)17時00分～20時30分

877円～1,096円 (2)15時00分～20時30分

(3)11時30分～20時30分

TEL 0263-83-7342（従業員数 17人 ）
パート労働者 20020-  723421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時30分～10時30分

900円～1,000円 (2)14時00分～18時30分

TEL 0263-58-4312（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-  660621 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～16時30分

900円～1,000円

TEL 0263-58-4326（従業員数 16人 ）
パート労働者 20020-  664721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

900円～950円

TEL 0263-51-1128（従業員数 87人 ）
パート労働者 20020-  607821 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

7,220円～7,220円

TEL 0263-53-6611（従業員数 41人 ）
パート労働者 20020-  583021 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)17時00分～22時00分

900円～900円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0263-97-3030（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-  512421 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)9時30分～14時00分

880円～880円 (2)14時00分～20時00分

TEL 0263-53-2818（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020-  357821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

880円～880円

TEL 0263-53-2818（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-  358221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～11時30分

880円～880円 (2)7時00分～11時30分

(3)8時30分～12時00分

TEL 0263-31-0733（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-  710021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

880円～880円 (2)9時00分～15時15分

(3)9時00分～12時00分

TEL 0263-86-3933（従業員数 95人 ）
パート労働者 20020-  740621 就業場所 長野県塩尻市

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 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

清掃業務（みずほの里）
（さじきの里）

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 不問

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 不問

クリーニングの受渡し業
務（ツルヤ広丘店）

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 不問

ゴルフ練習場のフロント
業務

サンリン　株式会社 長野県東筑摩郡山形村字下本郷４０８２－３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

運転免許事務員 中南信運転免許センター 長野県塩尻市宗賀桔梗ヶ原７３－１１６ 雇用・公
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職 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 労災 介護福祉士

介護職員初任者研修修了者

雇用期間の定めなし 不問

ホームヘルパー２級

保育士 社会福祉法人　みのむし
学園　よしだ保育園

長野県塩尻市広丘吉田４９８－２ 雇用・労
災・健康・
厚生

保育士

幼稚園教諭免許（専修・１
種・２種）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

保育士 学校法人　御子柴学園
よしだ幼稚園

長野県塩尻市大字広丘吉田４９８－１ 雇用・労災 保育士

幼稚園教諭免許（専修・１
種・２種）雇用期間の定めなし 不問

店舗販売接客（塩尻中学
前店）

株式会社　とをしや薬局 長野県安曇野市穂高有明１００２２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

医療事務【急募】 中山外科内科 長野県塩尻市大門８番町１０番３号 労災 医療事務資格

雇用期間の定めなし 不問

美容師業務（訪問）【急
募】

ビューティーモバイル松
本

長野県松本市大字島内３９３１－６ 労災 美容師

雇用期間の定めなし 不問

作業療法士 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 作業療法士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

英語指導助手 オフィスグローバルサ
ポート　株式会社

長野県松本市深志２丁目１－４
ＴＥＺＵＫＡビル

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

歯科衛生士 宮下歯科医院 長野県塩尻市広丘吉田３１３６ 労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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）

不問
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年齢・ 賃金形態
職種 年齢制限該当事由 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

賃金
所在地・就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)7時00分～11時45分

877円～877円 (2)7時00分～14時30分

TEL 0263-35-3344（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-  367221 就業場所 長野県塩尻市

清掃業務（塩尻市市民交
流センターえんぱーく）

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）

不問

お申し込み不要です！

１/１４（金） 13：30～15：00
セコム上信越 株式会社 長野統括支社

セキュリティースタッフ
求人番号：20010-17563611（正社員以外：特定業務専任社員）

１/１９（水） 10：30～12：00
株式会社 グローバルガード
交通誘導・駐車場警備員

求人番号：20020- 74721（正社員：有資格者）

求人番号：20020- 118321（正社員：資格不問）

求人番号：20020- 113721（パート）

★話を聴くだけでも構いません。

★興味のある方は、この機会に是非

ご参加ください。

警備業２社！

次の日程で『会社説明及びミニ面接会』を開催します。

会社担当者から、直接仕事の内容について、話を聴くことができる

チャンスです！

開催場所： ハローワーク木曽福島 １階会議室
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