
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

59歳以下 (1)8時15分～17時10分

370,000円～520,000円

TEL 0263-52-2918 （従業員数 131人 ）
正社員 20020- 1501121 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

170,000円～370,000円

TEL 0263-54-6622 （従業員数 9人 ）
正社員 20020- 1723321 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～350,000円

TEL 0263-52-7603 （従業員数 7人 ）
正社員 20020- 1460621 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05分

173,750円～320,000円

TEL 0263-51-1800 （従業員数 88人 ）
正社員 20020- 1617721 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

200,000円～300,000円

TEL 0263-54-4072 （従業員数 3人 ）
正社員 20020- 1636421 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15分～17時20分

200,000円～300,000円

TEL 0263-52-4580 （従業員数 5人 ）
正社員 20020- 1699121 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15分～17時20分

200,000円～300,000円

TEL 0263-52-4580 （従業員数 5人 ）
正社員 20020- 1700121 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

198,000円～297,000円

TEL 090-6920-2967（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 1537721 就業場所 長野県塩尻市

月給
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

240,000円～280,000円

TEL 0263-52-2581 （従業員数 18人 ）
正社員 20020- 1743121 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1年単位）
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

207,000円～276,000円

TEL 0263-53-7574 （従業員数 6人 ）
正社員 20020- 1421121 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

200,000円～270,000円 (2)12時00分～21時00分

TEL 0263-27-5915 （従業員数 10人 ）
正社員 20020- 1283421 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15分～17時05分

195,000円～255,000円

TEL 0263-52-2451 （従業員数 40人 ）
正社員 20020- 1598521 就業場所 長野県塩尻市

営業（切削工具） 株式会社　東陽 長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－５　アル
プス工業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理師 株式会社　みすず給食セ
ンター

長野県松本市野溝東１－１５－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場作業員（塩尻） 有限会社　アイ土木 長野県塩尻市塩尻町１５２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

ワイン用ぶどうの栽培 信濃ワイン　株式会社 長野県塩尻市大字洗馬７８３ 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

土木作業員 Ｒ－Ｗｏｒｋｓ 長野県塩尻市大字広丘吉田７２０番地６ 雇用・労災・
その他

雇用期間の定めなし 不問

機械技術者 有限会社　大下製作所 長野県塩尻市大字片丘９８２８番地２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

金属部品の機械加工（経
験者）

有限会社　大下製作所 長野県塩尻市大字片丘９８２８番地２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

製缶板金・機械修繕 株式会社　薗部技研 長野県塩尻市宗賀１－１　昭和電エ内 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能
者

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

８トン限定中型自動車免
許

プレス工 株式会社　サイベック
コーポレーション

長野県塩尻市大字広丘郷原南原１０００－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

床上操作式クレーン運転
技能者

玉掛技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

フォークリフト運転技能
者

現場管理・作業員 株式会社　ナガタキ 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４５－３４０ 雇用・労災・
健康・厚生

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

受付事務 医療法人　廣友会　ひろ
矯正歯科

長野県塩尻市大字広丘野村１６５８－２３ 雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

経営幹部　管理（総務人
事、経理、情報システ
ム）の部長

株式会社　サンコー 長野県塩尻市大字広丘野村９５９番地

℡ 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２７日発行 （１月１８日～１月２６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

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

160,000円～250,000円

TEL 0263-54-7351 （従業員数 66人 ）
正社員 20020- 1634221 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時00分～16時30分

180,000円～248,000円 (2)7時10分～15時10分

TEL 0263-54-0562 （従業員数 11人 ）
正社員 20020- 1586721 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

206,000円～241,000円

TEL 0263-52-0229 （従業員数 11人 ）
正社員 20020- 1534921 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

190,000円～240,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0263-87-0015 （従業員数 12人 ）
正社員 20020- 1265221 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

190,000円～240,000円

TEL 0263-87-0015 （従業員数 6人 ）
正社員 20020- 1266521 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)9時15分～17時00分

180,000円～240,000円

TEL 0263-36-5483 （従業員数 32人 ）
正社員 20020- 1402621 就業場所 長野県塩尻市ほか 拠出

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時30分

220,000円～230,000円

TEL 0266-44-5353 （従業員数 10人 ）
正社員 20020- 1293621 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時30分

220,000円～230,000円

TEL 0266-44-5353 （従業員数 10人 ）
正社員 20020- 1297721 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

165,000円～230,000円

TEL 0263-52-2447 （従業員数 22人 ）
正社員 20020- 1305321 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
44歳以下 (1)8時20分～17時20分

190,000円～230,000円

TEL 0263-31-0030 （従業員数 86人 ）
正社員 20020- 1422021 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

TEL 0263-31-0030 （従業員数 86人 ）
正社員 20020- 1423721 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳～54歳 (1)8時20分～17時20分

190,000円～230,000円

TEL 0263-31-0030 （従業員数 86人 ）
正社員 20020- 1424821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

180,000円～230,000円 (2)7時30分～16時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0263-53-5090 （従業員数 11人 ）
正社員 20020- 1711821 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～59歳 月額換算 (1)20時15分～5時00分

183,144円～217,828円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 1435421 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15分～17時20分

180,000円～210,000円

TEL 0263-52-4580 （従業員数 5人 ）
正社員 20020- 1698921 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15分～17時20分

180,000円～210,000円

TEL 0263-52-4580 （従業員数 5人 ）
正社員 20020- 1701021 就業場所 長野県塩尻市

資材管理 有限会社　大下製作所 長野県塩尻市大字片丘９８２８番地２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

金属部品の機械加工（未
経験者可）

有限会社　大下製作所 長野県塩尻市大字片丘９８２８番地２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動組立機オペレーター 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 法令の規定
により年齢
制限がある

介護職 小規模多機能型居宅介護
施設　れんげ荘　【株式
会社　藤川組】

長野県塩尻市広丘堅石１１９０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了
者

介護福祉士

雇用期間の定めなし 不問

板金加工機械オペレー
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 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

レーザー加工機のＣＡ
Ｄ・ＣＡＭ業務

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 定年を上限

板金加工機械オペレー
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 キャリア形
成

機械加工（ＮＣ旋盤） 株式会社　丸眞テック 長野県塩尻市広丘野村１００４番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

事業系一般ゴミの収集と
運転作業員≪３ｔドライ
バー急募≫

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

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

資源物の収集・運搬作業
員≪４ｔドライバー急募
≫

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

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

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２
Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

専門学校事務 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

専門学校事務 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車整備士 有限会社　ムラカミ自動
車

長野県塩尻市大字広丘高出１５６９番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

粉状製品の製造と袋詰め
作業

有限会社　石川産業 長野県塩尻市大字下西条６９３－１ 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 定年を上限

事務職員 社会福祉法人　塩嶺福祉
協会

長野県塩尻市片丘６７７８－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限
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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

月給
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

190,000円～190,000円

TEL 0263-54-6622 （従業員数 9人 ）
正社員 20020- 1722421 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

170,000円～185,000円

TEL 0263-52-0229 （従業員数 11人 ）
正社員 20020- 1462121 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

154,040円～183,880円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 1437621 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

154,040円～183,880円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 1441221 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問 (1)10時00分～19時00分

166,100円～176,700円 (2)8時00分～19時00分

(3)8時30分～18時00分

TEL 0263-52-0280 （従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 1509621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時00分～16時45分

170,128円～170,128円

TEL 0263-58-2075 （従業員数 13人 ）
正社員以外 20020- 1548421 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

160,200円～166,100円

TEL 0263-52-0280 （従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 1505221 就業場所 長野県塩尻市

日給
59歳以下 月額換算 (1)9時00分～18時00分

160,704円～165,888円

TEL 0263-52-2031 （従業員数 5人 ）
正社員 20020- 1493321 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15分

164,424円～164,424円

TEL 0263-51-5553 （従業員数 280人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 1507421 就業場所 長野県塩尻市

月給
62歳以下 (1)8時30分～18時00分

100,000円～160,000円

TEL 0263-52-3777 （従業員数 12人 ）
正社員 20020- 1687421 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

152,520円～152,520円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-36-2671 （従業員数 15人 ）
正社員 20020- 1694521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～13時00分

1,300円～1,600円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0263-51-6301 （従業員数 250人 ）
パート労働者 20020- 1593121 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時30分～8時30分

1,210円～1,370円

TEL 0263-51-6610 （従業員数 14人 ）
パート労働者 20020- 1260921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～14時30分

1,000円～1,300円

TEL 0263-27-5915 （従業員数 10人 ）
パート労働者 20020- 1285621 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

1,000円～1,300円

TEL 0263-53-5382 （従業員数 19人 ）
パート労働者 20020- 1357621 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

900円～1,200円

TEL 0263-87-3670 （従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 1291421 就業場所 長野県塩尻市

ジェラート製造及び販売 株式会社　ＦＡテック 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－４３２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

機械オペレーター
【土日休み】【事前見学
可】

有限会社　エイシン 長野県塩尻市大字洗馬１３５ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

栄養士 株式会社　みすず給食セ
ンター

長野県松本市野溝東１－１５－１３ 雇用・労災 栄養士

管理栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職員（夜勤専従）
（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 労災

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

外来・健診看護師（日勤
パート）

医療法人社団　敬仁会 長野県塩尻市大字宗賀１２９５番地 労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

［急募］医療事務 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

メディカルクラーク（医
療事務技能審査）

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務 医療法人　惠朗会　緑ヶ
丘青木医院

長野県塩尻市大字広丘郷原１７６４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

シリコンゴム部品の製造 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）

不問

洋菓子の販売 洋菓子のシャルム 長野県塩尻市大字広丘原新田２１８－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

後期高齢者医療専門員 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

医療事務資格

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便配達（洗馬）≪急募
≫

日本郵便　株式会社　松
本南郵便局

長野県松本市平田東２－１７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

自動二輪車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

児童厚生員【会計年度任
用職員】

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

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

小学校教諭免許（専修・
１種・２種）

自動組立機オペレーター 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 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

一般事務 有限会社　ムラカミ自動
車

長野県塩尻市大字広丘高出１５６９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

歯科衛生士 医療法人　廣友会　ひろ
矯正歯科

長野県塩尻市大字広丘野村１６５８－２３ 雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限
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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
18歳以上 (1)6時30分～9時00分

900円～1,158円 (2)0時00分～9時00分

(3)17時00分～21時59分

TEL 0263-52-3994 （従業員数 12人 ）
パート労働者 20020- 1309021 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)0時00分～9時00分

900円～1,150円 (2)9時00分～16時00分

(3)16時00分～22時00分

TEL 0263-52-3994 （従業員数 17人 ）
パート労働者 20020- 1307921 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)9時15分～15時00分

1,000円～1,100円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
無期雇用派遣パート 20020- 1446921 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

1,025円～1,025円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-88-5885 （従業員数 12人 ）
パート労働者 20020- 1445621 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
不問

1,014円～1,014円

TEL 0263-52-0280 （従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020- 1520821 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,014円～1,014円

TEL 0263-52-0280 （従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020- 1522521 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時00分

1,014円～1,014円 (2)11時45分～20時15分

(3)9時45分～18時15分

TEL 0263-52-0280 （従業員数 35人 ）
パート労働者 20020- 1524321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

952円～1,014円

TEL 0263-52-0280 （従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020- 1526921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

900円～950円

TEL 0263-87-0015 （従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 1370521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時20分～12時20分

930円～930円 (2)11時00分～17時00分

TEL 0263-52-0329 （従業員数 27人 ）
パート労働者 20020- 1426521 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

910円～910円

TEL 0263-52-0280 （従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020- 1521221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

910円～910円

TEL 0263-52-0280 （従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020- 1523421 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時30分～17時30分

880円～910円 (2)7時30分～16時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0263-53-5090 （従業員数 11人 ）
パート労働者 20020- 1710721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時30分～13時30分

880円～910円

TEL 0263-53-5090 （従業員数 11人 ）
パート労働者 20020- 1717921 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)18時00分～23時30分

880円～900円 (2)10時00分～17時30分

TEL 0263-47-0370 （従業員数 15人 ）
パート労働者 20020- 1469321 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

880円～900円 (2)14時00分～22時00分

TEL 0263-47-0370 （従業員数 15人 ）
パート労働者 20020- 1470121 就業場所 長野県塩尻市

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 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

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 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

調理係 小規模多機能型居宅介護
施設　れんげ荘　【株式
会社　藤川組】

長野県塩尻市広丘堅石１１９０－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

介護職 小規模多機能型居宅介護
施設　れんげ荘　【株式
会社　藤川組】

長野県塩尻市広丘堅石１１９０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

青少年健全育成業務【会
計年度任用職員】

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）

不問

保育補助員【会計年度任
用職員】

塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

段ボールケース製造の仕
上げ

有限会社　中信紙工 長野県塩尻市広丘郷原南原１０００－９ 労災

雇用期間の定めなし 不問

専門学校事務 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

学校司書業務【会計年度
任用職員】

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

司書

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

図書館本館職員（会計年
度任用職員）

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

司書

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

楢川放課後児童教室支援
員【会計年度任用職員】

塩尻市役所 長野県塩尻市大門七番町３－３ 労災 保育士

幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

中学校教諭免許（専修・
１種・２種）

外国籍市民支援業務【会
計年度任用職員】

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）

不問

警備員（松本） 株式会社　ヤマタケ 長野県松本市渚４丁目１６－４ 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

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 定年を上限

販売（コンビニエンスス
トア）

有限会社　アイ・プラン
ニング

長野県塩尻市大字広丘高出３８４－５ 労災・その他

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

販売（コンビニエンスス
トア）

有限会社　アイ・プラン
ニング

長野県塩尻市大字広丘高出３８４－５ 労災・その他

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある
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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
不問 (1)15時00分～19時00分

880円～900円

TEL 0263-54-0742 （従業員数 36人 ）
パート労働者 20020- 1536021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～14時45分

900円～900円

TEL 0263-52-0049 （従業員数 106人 ）
パート労働者 20020- 1640721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

877円～877円 (2)9時30分～16時00分

TEL 0263-31-0030 （従業員数 86人 ）
パート労働者 20020- 1425221 就業場所 長野県塩尻市

板金塗装前、マスキン
グ・出荷検査業務

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

総務事務スタッフ 日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

冷凍食品製造及び食品包
装

美勢商事　株式会社 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－３２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

相談窓口で職業相談

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。

お仕事探しは

ハローワークで！

求職申込（求職登録）

応募したい求人が決まったら

紹介状を発行します。

自宅で応募書類（履歴書、職務

経歴書など）を作成する。

（面接時に持参する場合と、先に

郵送する場合があります。）

受付へご用件をお話しください

パソコンを使って求人を検索
（ハローワークインターネットサービス）

＊求人をご覧になりたい方は、会社名、仕事の条件（職種、勤務地、勤務時間など）について

お知らせいただければ、求人票または求人一覧表をお渡しします。

＊職員と相談したい方は、相談窓口へご案内します。

＊パソコン検索したい方は、席へご案内します。（パソコン利用申込書にご記入いただきます。）

☆☆ハローワークご利用の流れ☆☆

検索後、窓口で相談したい方は、

受付へ声をかけてください。

新型コロナウイルス感染症対策として、

入室時の検温と、マスク着用をお願い

しています。
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