
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 フレックス

不問 (1)8時30分～17時15分

260,000円～400,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 1813921 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30分～17時00分

300,000円～400,000円

TEL 0263-87-7858（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 2218521 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

160,000円～400,000円

TEL 0263-54-0097（従業員数 4人 ）
正社員 20020- 2325621 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)6時00分～15時00分

150,630円～360,000円 (2)13時00分～22時00分

(3)17時00分～2時00分

TEL 0263-26-5704（従業員数 47人 ）
正社員 20020- 1958421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)6時30分～15時30分

290,800円～339,800円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0263-51-6211（従業員数 22人 ）
正社員 20020- 1928921 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～16時40分

315,000円～315,000円

TEL 0263-87-6371（従業員数 15人 ）
正社員 20020- 2307421 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時00分～17時30分

200,000円～300,000円

TEL 0263-51-0318（従業員数 5人 ）
正社員 20020- 2134021 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時00分～17時30分

250,000円～300,000円 (2)8時30分～17時00分

TEL 0263-51-0318（従業員数 5人 ）
正社員以外 20020- 2139421 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

188,000円～300,000円 (2)19時00分～8時30分

TEL 0263-97-3030（従業員数 17人 ）
正社員 20020- 2250521 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)9時00分～18時00分

188,060円～297,085円

TEL 0263-54-1390（従業員数 34人 ）
正社員 20020- 2065221 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

188,060円～297,085円

TEL 0263-54-1390（従業員数 34人 ）
正社員 20020- 2066521 就業場所 長野県塩尻市 厚生

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

244,800円～285,600円

TEL 0263-87-2308（従業員数 1人 ）
正社員 20020- 1818221 就業場所 長野県塩尻市

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

所在地・就業場所

ＬＦＰ（ラージフォー
マットプリンタ）機種の
画質設計

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

サービスエンジニア正社
員（経験者募集）

株式会社　しなのマシナ
リー

長野県塩尻市大字広丘野村１９７５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＣＡＤ・ＣＡＭ営業・サ
ポート

株式会社　プロノハーツ 長野県塩尻市大門並木町９－２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

タクシー乗務員（塩尻） アルピコタクシー　株式
会社

長野県松本市南松本１－１－２５ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

【夜勤なし】　正看護職
（正職員）

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・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業工（半自動溶接）
《急募》【正社員】

ＣＭＣＳ　株式会社 長野県塩尻市大字広丘野村１６０６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築設計 有限会社　和建築設計事
務所

長野県塩尻市大字広丘高出字西原１９５５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 不問

木造建築士

官庁工事の監理及び建築
設計

有限会社　和建築設計事
務所

長野県塩尻市大字広丘高出字西原１９５５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

総合職（営業）（塩尻支
店）

サンリン　株式会社 長野県東筑摩郡山形村字下本郷４０８２－３ 雇用・労災・
健康・厚生

危険物取扱者（乙種）

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

液化石油ガス設備士

営業【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 キャリア形
成

業務システムエンジニア
【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 定年を上限

４ｔダンプ車の運転手 株式会社ＹＩＮ 長野県塩尻市洗馬２９５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

車両系建設機械（解体
用）運転技能者雇用期間の定めなし 不問

２級土木施工管理技士

℡ 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２月３日発行 （１月２６日～２月２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）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

201,300円～281,800円 (2)9時00分～18時00分

(3)11時30分～20時30分

TEL 0263-51-6211（従業員数 22人 ）
正社員 20020- 1929121 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- 2014221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)6時30分～15時00分

150,000円～280,000円 (2)8時30分～17時00分

(3)9時30分～18時00分

TEL 0263-53-6033（従業員数 28人 ）
正社員 20020- 2251421 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)8時00分～17時10分

202,900円～266,400円

TEL 0263-98-5761（従業員数 134人 ）
正社員 20020- 1910921 就業場所 長野県東筑摩郡山形村

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

217,000円～265,300円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-52-3321（従業員数 130人 ）
正社員 20020- 2191021 就業場所 長野県塩尻市 厚生・拠出

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

212,000円～255,300円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-52-3321（従業員数 130人 ）
正社員 20020- 2174921 就業場所 長野県塩尻市 厚生・拠出

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

164,000円～254,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-54-7351（従業員数 4人 ）
正社員 20020- 1794721 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30分～17時15分

180,000円～250,000円

TEL 0263-58-2829（従業員数 21人 ）
正社員 20020- 2217221 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30分～17時00分

200,000円～250,000円

TEL 0263-87-7858（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 2219421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

200,000円～250,000円

TEL 0263-33-2876（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 2234521 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時20分～17時15分

180,000円～250,000円

TEL 0263-52-0329（従業員数 27人 ）
正社員 20020- 2273821 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00分～17時00分

170,000円～240,000円

TEL 0263-85-4884（従業員数 1人 ）
正社員 20020- 1830921 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

197,520円～235,480円

TEL 0263-87-0425（従業員数 195人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 2271021 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～230,000円

TEL 0263-52-4152（従業員数 15人 ）
正社員 20020- 2059421 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 月額換算 (1)17時00分～2時00分

190,080円～224,640円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 2179221 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

186,280円～224,240円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 2039821 就業場所 長野県塩尻市

特別養護老人ホームの
【介護職】

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 雇用・労災・
健康・厚生

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 法令の規定

により年齢
制限がある

総務事務全般 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

日商簿記２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（特養さじきの
里）

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・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

介護職員初任者研修修了
者

製造作業員 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 キャリア形
成

介護福祉士（介護医療
院）

医療法人　元山会　中村
病院　ロングライフ塩尻

介護医療院　えんらいふ

長野県塩尻市広丘高出１６１４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士（ロングライ
フ塩尻）

医療法人　元山会　中村
病院　ロングライフ塩尻

介護医療院　えんらいふ

長野県塩尻市広丘高出１６１４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員 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

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士

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

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

サービスエンジニア正社
員

株式会社　しなのマシナ
リー

長野県塩尻市大字広丘野村１９７５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

マッチングサイト運営と
倉庫スタッフ

株式会社　テナントリ
ユース

長野県松本市中央３丁目１１－２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

段ボールケース製造 有限会社　中信紙工 長野県塩尻市広丘郷原南原１０００－９ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めなし 定年を上限

印版の管理スタッフ 株式会社　第一包装企画
松本営業所

長野県松本市大字笹賀６５３１－１３ 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

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

製造要員（研磨材） 南興セラミックス　株式
会社　塩尻工場

長野県塩尻市宗賀牧野３６６１ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

法令の規定
により年齢
制限がある

フォークリフト業務 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

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
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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年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

189,000円～220,000円

TEL 0263-53-4411（従業員数 99人 ）
正社員 20020- 1955821 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1年単位）
65歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

216,000円～216,000円 (2)5時00分～14時00分

TEL 0263-58-0122（従業員数 83人 ）
正社員以外 20020- 1952121 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

178,040円～216,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 2036121 就業場所 長野県塩尻市

日給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

168,480円～214,704円 (2)9時00分～18時00分

(3)20時00分～4時00分

TEL 0263-50-5242（従業員数 18人 ）
正社員 20020- 2284421 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

207,300円～213,400円

TEL 0263-52-0280（従業員数 30人 ）
正社員以外 20020- 1878421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

155,000円～210,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)13時00分～22時00分

TEL 0263-52-7825（従業員数 173人 ）
正社員 20020- 2106621 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

169,160円～208,720円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 2035921 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

170,600円～208,720円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 2136821 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

201,200円～206,300円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 1907221 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 月額換算 (1)5時35分～12時35分

205,632円～205,632円 (2)5時40分～17時30分

(3)7時00分～18時40分

TEL 0263-26-5704（従業員数 47人 ）
正社員 20020- 2011021 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00分～17時00分

155,000円～203,400円

TEL 0263-52-7825（従業員数 173人 ）
正社員 20020- 2311721 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

155,195円～199,720円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 2142021 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00分

165,750円～198,900円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 2199921 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00分

182,700円～197,925円

TEL 0263-88-2091（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 1760021 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

162,696円～192,595円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 2143721 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～192,325円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 2150021 就業場所 長野県塩尻市

製造事務 株式会社　ダイシン 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

リフトマン兼業務補助、
配送運転業務【６５歳以
上専用求人】

松本運送　株式会社 長野県塩尻市大字広丘吉田５７３－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

フォークリフト運転技能
者

中型自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

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

警備員 株式会社　ユニオン警備
保障　松本支社

長野県松本市大字岡田松岡１６８番地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

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

実用英語技能検定準１級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

生産管理 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 キャリア形
成

測定検査 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

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

保健師【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

保健師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

路線バス運転業務（塩尻
市地域交通バス）

アルピコタクシー　株式
会社

長野県松本市南松本１－１－２５ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

総務・経理 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 キャリア形
成

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

製造・組立 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

カメラ部品の検査 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

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

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
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

183,920円～192,280円

TEL 0263-31-3846（従業員数 5人 ）
正社員以外 20020- 1915221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

180,400円～188,600円

TEL 0263-31-3846（従業員数 0人 ）
正社員以外 20020- 1912021 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

150,440円～187,760円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 2113321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算

164,032円～186,400円

TEL 090-2763-0205（従業員数 2人 ）
正社員以外 20020- 1834821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問

151,634円～180,619円

TEL 0263-52-1188（従業員数 55人 ）
正社員以外 20020- 1882721 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15分

151,634円～180,619円

TEL 0263-52-1188（従業員数 55人 ）
正社員以外 20020- 1884221 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- 2129521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)9時30分～18時15分

155,000円～170,500円

TEL 0263-31-3846（従業員数 1人 ）
正社員以外 20020- 1909421 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

150,000円～170,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0263-58-2474（従業員数 11人 ）
正社員 20020- 1998221 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- 1877521 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- 1879321 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- 2116121 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

158,100円～158,100円

TEL 0263-24-3345（従業員数 12人 ）
正社員以外 20020- 1815021 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

151,790円～151,790円

TEL 0263-35-3344（従業員数 5人 ）
正社員以外 20020- 1799321 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

147,250円～147,250円

TEL 0263-31-3846（従業員数 1人 ）
正社員以外 20020- 2267521 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

12,000円～14,000円

TEL 0263-87-2308（従業員数 1人 ）
パート労働者 20020- 1817821 就業場所 長野県塩尻市

旋盤加工及びマシニング
加工の機械オペレーター

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＮＣ旋盤加工及びマシニ
ング加工の機械オペレー
ター

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

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 定年を上限

高原野菜の生産に係る農
作業全般

むーみーふぁーむ 長野県塩尻市大字広丘野村２２３１　アルカン
シェル・Ｍ　Ｐａｒｔ１　１０３

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

会計年度任用職員：牛の
飼養管理及び試験研究補
助

長野県畜産試験場 長野県塩尻市大字片丘１０９３１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

会計年度任用職員：豚の
飼養管理及び試験研究補
助

長野県畜産試験場 長野県塩尻市大字片丘１０９３１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

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）

車部品の形成機のオペ
レーター及び諸作業

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

医療事務 医療法人　清水外科胃腸
科医院

長野県塩尻市広丘吉田２９４－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

給食調理員【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

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

国民年金専門員【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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

倉庫内作業、ピッキング
【急募】

株式会社　スワリク　松
本営業所

長野県松本市市場１０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

清掃（塩尻市役所）
【６０歳以上の方も応募
可能】

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・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

車部品の検査及び諸作業 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

４ｔダンプ車の運転手 株式会社ＹＩＮ 長野県塩尻市洗馬２９５－３ 雇用・労災 中型自動車免許

車両系建設機械（解体
用）運転技能者雇用期間の定めなし 不問

２級土木施工管理技士

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

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

10,000円～13,000円

TEL 0263-87-2308（従業員数 1人 ）
パート労働者 20020- 1820321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

1,550円～1,550円

TEL 0263-53-7564（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 1781421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

950円～1,500円

TEL 0263-51-0318（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020- 2132921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

1,500円～1,500円

TEL 090-2228-8219（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 2301121 就業場所 長野県塩尻市ほか

日給 変形（1ヶ月単位）
不問

8,598円～8,598円

TEL 0263-52-1188（従業員数 55人 ）
パート労働者 20020- 1880121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

1,100円～1,100円

TEL 0263-88-5941（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 1960121 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- 2133121 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
62歳以下

900円～1,000円

TEL 0263-52-3777（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020- 1767621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

900円～1,000円

TEL 0263-51-5855（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020- 1895321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

900円～1,000円

TEL 0263-52-0142（従業員数 9人 ）
パート労働者 20020- 1963821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～13時00分

900円～1,000円

TEL 0263-52-0142（従業員数 9人 ）
パート労働者 20020- 1968621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

950円～1,000円

TEL 0263-54-0618（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020- 2227421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

1,000円～1,000円

TEL 0263-33-2876（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 2242521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～15時30分

948円～948円

TEL 0263-52-1188（従業員数 55人 ）
パート労働者 20020- 1881021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)11時00分～18時00分

910円～910円

TEL 0263-85-1205（従業員数 97人 ）
パート労働者 20020- 1931221 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- 2137221 就業場所 長野県塩尻市

解体工、廃棄物の仕分け
等

株式会社ＹＩＮ 長野県塩尻市洗馬２９５－３ 労災 中型自動車免許

車両系建設機械（解体
用）運転技能者雇用期間の定めなし 不問

２級土木施工管理技士

高齢者への相談及び支援
（塩尻市西部地域包括支
援センター）

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 社会福祉士

保健師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

建築設計 有限会社　和建築設計事
務所

長野県塩尻市大字広丘高出字西原１９５５－３ 雇用・労災 一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 不問

木造建築士

警備員 松本警備綜合保障 長野県松本市高宮中７－１９　１０５号 労災

雇用期間の定めなし 不問

パートタイム会計年度任
用職員：牛の飼養管理・
試験研究補助

長野県畜産試験場 長野県塩尻市大字片丘１０９３１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

一般事務（会計年度社
員）

株式会社しおじり街元気
カンパニー

長野県塩尻市大門一番町１２番２
えんぱーく　４階

労災

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）

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

保険営業事務 アルピコ保険リース株式
会社

長野県塩尻市大字広丘野村１６８８番地１
コミュニティマーケットプレイスＧＡＺＡ３階

雇用・労災・
健康・厚生

生命保険業界共通教育制
度一般課程試験

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

惣菜製造販売（広丘）
《急募》

株式会社　加藤鯉鶏肉店 長野県塩尻市大門一番町１３－２１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

惣菜製造販売（本店） 株式会社　加藤鯉鶏肉店 長野県塩尻市大門一番町１３－２１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

歯科技工士 有限会社　小澤デンタル
ラボラトリー

長野県塩尻市大字広丘郷原１７６４－１６６ 労災 歯科技工士

雇用期間の定めなし 不問

パソコン入力と倉庫作業 株式会社　テナントリ
ユース

長野県松本市中央３丁目１１－２１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

パートタイム会計年度任
用職員：豚の飼養管理・
試験研究補助

長野県畜産試験場 長野県塩尻市大字片丘１０９３１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売員（デイリー）【デ
リシア広丘店】

株式会社　デリシア　中
信エリア

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
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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)8時30分～16時30分

900円～900円 (2)8時30分～12時00分

(3)13時00分～16時30分

TEL 0263-25-4030（従業員数 2人 ）
パート労働者 20020- 1802421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)12時00分～18時00分

900円～900円

TEL 0263-57-7886（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020- 2073221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

900円～900円

TEL 0263-54-3939（従業員数 28人 ）
パート労働者 20020- 2109021 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～12時00分

880円～880円 (2)13時00分～16時30分

TEL 0263-86-7255（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 1747221 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～16時00分

880円～880円 (2)16時00分～18時00分

(3)18時00分～9時00分

TEL 0263-54-3523（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 1825721 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～21時30分

880円～880円

TEL 0263-53-1393（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 2248021 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)10時00分～14時00分

880円～880円 (2)14時00分～19時00分

TEL 0263-27-3765（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 2254921 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30分

880円～1,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時30分～19時30分

TEL 0264-52-1235（従業員数 48人 ）
パート労働者 20100-  160121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

880円～950円

TEL 0264-52-1235（従業員数 48人 ）
パート労働者 20100-  161021 就業場所 長野県塩尻市

清掃スタッフ（塩尻市浄
化センター）

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ヶ月未満）

不問

理容師 ＭＩＹＯＳＨＩ 長野県塩尻市大門泉町１－１ その他 理容師

雇用期間の定めなし 不問

プール教室指導員及びジ
ム指導員

公益財団法人　体力つく
り指導協会　　　　ヘル
スパ塩尻

長野県塩尻市大門１番町１－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

日常清掃作業（長野県総
合教育センター）

株式会社　岩野商会　松
本支店

長野県松本市大字笹賀７６００－２４ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

生活支援 特定非営利活動法人　マ
シュマロ

長野県塩尻市大字大門７１－１ 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

スポーツ施設の管理（使
用受付集金・整備・清掃
除草等）

特定非営利活動法人　塩
尻市体育協会
（ＮＰＯ法人塩尻市体育
協会）

長野県塩尻市大門六番町５番２７号
塩尻市体育協会気付

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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 労災

雇用期間の定めなし 不問

介護職員（塩尻グループ
ホーム）

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 介護福祉士

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 不問

介護職員初任者研修修了
者

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 介護福祉士

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 不問

介護職員初任者研修修了
者

< 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 職業紹介係

☎ 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。

https://www.hellowork.go.jp/

パソコンやスマートフォンで求人検索してみませんか。
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