
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

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

150,000円～470,000円

TEL 0263-54-0097（従業員数 7人 ）
正社員 20020- 2371521 就業場所 長野県塩尻市

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- 2799521 就業場所 長野県塩尻市

月給 フレックス
不問 (1)8時30分～17時15分

250,000円～400,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 3008221 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

150,000円～370,000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

日給
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

265,200円～331,500円

TEL 0263-31-6949（従業員数 5人 ）
正社員 20020- 2952621 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

220,000円～320,000円

TEL 0263-53-1673（従業員数 7人 ）
正社員 20020- 2387821 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)9時00分～18時00分

240,000円～320,000円

TEL 0263-87-0420（従業員数 7人 ）
正社員 20020- 2544021 就業場所 長野県塩尻市

月給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

250,000円～320,000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- 2852221 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

232,500円～310,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 2人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 2788721 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- 2793921 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

232,500円～310,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 2998021 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

232,500円～310,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 2人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 3007821 就業場所 長野県塩尻市

アプリ開発（Ｗｅｂ）
【塩尻市】

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

サービスサポート企画業
務　【塩尻市】

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

需給管理業務　【塩尻
市】

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

アプリ開発（プリンタ関
連）　【塩尻市】

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

管制職　（幹部社員） 有限会社　エム・エス・
ディ　本社

長野県松本市旭１丁目４－２ 雇用・労災・
健康・厚生

警備員検定試験（２級）

交通誘導警備業務検定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

損害保険・生命保険営業 株式会社　アクセス 長野県塩尻市大字広丘吉田７８５－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

水道設備工事全般　≪急
募≫

成岡設備　有限会社 長野県塩尻市大字桟敷１３６－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

土木工事業全般 株式会社　景観創造 長野県塩尻市大門二番町６－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 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

プリンタ製品化設計業務
（ソフト開発）　【塩尻
市】

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

生産技術業務　【塩尻
市】

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

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

ゲーム・ＶＲプログラ
マー・デザイナー

株式会社　プロノハーツ 長野県塩尻市大門並木町９－２４

℡ 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１０日発行 （２月２日～２月９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
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

200,000円～300,000円

TEL 0263-52-7091（従業員数 14人 ）
正社員 20020- 2604621 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)6時00分～15時00分

230,000円～300,000円 (2)5時00分～14時00分

(3)7時00分～16時00分

TEL 0263-88-8926（従業員数 20人 ）
正社員 20020- 2862421 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

200,000円～300,000円 (2)8時30分～16時40分

TEL 0263-52-5651（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 2975221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)16時00分～2時30分

250,000円～300,000円 (2)18時00分～4時30分

TEL 0263-54-4101（従業員数 13人 ）
正社員 20020- 3020921 就業場所 長野県塩尻市 厚生

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- 2789821 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- 2791321 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1年単位）
44歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時00分

185,070円～259,700円 (2)7時00分～15時00分

TEL 0263-52-0737（従業員数 27人 ）
正社員 20020- 2669221 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)9時20分～18時00分

175,140円～255,000円

TEL 0263-58-3246（従業員数 23人 ）
正社員 20020- 2965721 就業場所 長野県塩尻市ほか 拠出

日給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

253,568円～253,568円

TEL 0263-86-7001（従業員数 35人 ）
正社員以外 20020- 2346221 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)14時00分～21時15分

161,000円～250,000円

TEL 0263-52-4477（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 2405621 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)13時00分～21時00分

145,000円～250,000円

TEL 0263-52-4477（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 2406921 就業場所 長野県塩尻市

月給
39歳以下 (1)8時30分～17時00分

200,000円～250,000円

TEL 0263-54-0557（従業員数 14人 ）
正社員 20020- 2470321 就業場所 長野県塩尻市

月給
60歳以上 (1)8時00分～16時30分

200,000円～250,000円 (2)7時10分～15時10分

TEL 0263-54-0562（従業員数 11人 ）
正社員以外 20020- 2774421 就業場所 長野県塩尻市

月給
40歳以下 (1)10時30分～20時00分

160,000円～250,000円 (2)9時30分～19時00分

TEL 0263-29-0700（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 2926421 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時15分

165,000円～250,000円

TEL 0263-54-0088（従業員数 17人 ）
正社員 20020- 2985421 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～16時00分

181,876円～239,911円 (2)8時30分～17時30分

(3)17時00分～9時30分

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
正社員 20020- 2404321 就業場所 長野県塩尻市

介護福祉士　介護員（正
社員）

株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５号 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

金型製作・メンテ係
【経験者】

株式会社　ダイヤ精工
松本工場

長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 キャリア形
成

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

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

営業職 株式会社　高山　松本営
業所

長野県塩尻市大字広丘野村字金塚１７９２ 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

マンツーマンでの完全個
別指導の教師と事務のお
仕事：週５日

株式会社　ＫＡＴＥＫＹ
Ｏグループ　長野県家庭
教師協会　塩尻事務局

長野県塩尻市大門八番町５６１－５　小沢ビ
ル３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

実用英語技能検定２級

雇用期間の定めなし キャリア形
成

マンツーマンでの完全個
別指導の教師と事務のお
仕事：週６日

株式会社　ＫＡＴＥＫＹ
Ｏグループ　長野県家庭
教師協会　塩尻事務局

長野県塩尻市大門八番町５６１－５　小沢ビ
ル３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

実用英語技能検定２級

雇用期間の定めなし キャリア形
成

大型ドライバー　【未経
験歓迎】【資格取得制度
あり】

近物レックス　株式会社
松本支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５７３－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許

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）
不問

製品粉砕行程運転・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

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ショベルローダー等運転
技能者　車両系建設機械
（整地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能者

自動車整備（松本・塩尻
地区）

長野ダイハツ販売　株式
会社

長野県松本市平田東２－３－１２ 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 キャリア形
成

マイコンＦＷの評価業務
【塩尻市】

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

アプリケーションソフト
検査　【塩尻市】

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

夜間ルート配送＜急募＞
（松本）

株式会社　信州浜名ピア
ノ配送

長野県塩尻市広丘高出１８４６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

８トン限定中型自動車免
許雇用期間の定めなし 定年を上限

溶接工／設備工／機械整
備工

有限会社　平波組 長野県塩尻市大字宗賀１番地（昭和電工内） 雇用・労災・
健康・厚生

ガス溶接技能者

玉掛技能者

雇用期間の定めなし 不問

大型トラックドライバー 信濃陸送　株式会社　松
本本社営業所

長野県塩尻市広丘堅石３５３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

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

金属プレス工 有限会社　タカイデ工業 長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

プレス機械作業主任者

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

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

189,720円～237,150円

TEL 0263-88-5763（従業員数 8人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 2800021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)9時00分～17時45分

189,720円～237,150円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 3000421 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳～69歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

167,700円～236,500円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-35-9440（従業員数 47人 ）
正社員以外 20020- 2383921 就業場所 長野県松本市

時給 交替制あり
18歳～64歳 月額換算 (1)8時15分～17時15分

227,360円～227,360円 (2)20時15分～5時15分

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 2529821 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳～64歳 月額換算 (1)6時00分～15時00分

227,360円～227,360円 (2)15時00分～0時00分

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 2533921 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳～64歳 月額換算 (1)8時15分～17時15分

227,360円～227,360円 (2)17時00分～2時00分

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 2535021 就業場所 長野県塩尻市

その他
59歳以下 月額換算 (1)9時00分～17時30分

170,000円～225,000円

TEL 0263-25-2345（従業員数 14人 ）
正社員 20020- 2931821 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 変形（1年単位）
40歳以下

170,000円～210,000円

TEL 0263-35-2525（従業員数 5人 ）
正社員 20020- 2880321 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

201,200円～206,300円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 2942421 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

173,910円～205,530円

TEL 0263-88-5763（従業員数 8人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 2811221 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30分

160,000円～200,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0263-52-0145（従業員数 46人 ）
正社員 20020- 2763821 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
64歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時40分

199,000円～199,000円

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 2525921 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1年単位）
61歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

166,410円～196,510円

TEL 0263-54-0742（従業員数 5人 ）
正社員以外 20020- 2877821 就業場所 長野県塩尻市

日給
61歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

166,410円～196,510円

TEL 0263-54-0742（従業員数 36人 ）
正社員以外 20020- 2949821 就業場所 長野県塩尻市

日給
60歳以上 月額換算 (1)8時30分～17時00分

172,800円～194,400円 (2)22時00分～5時30分

TEL 0263-88-9240（従業員数 27人 ）
正社員以外 20020- 2440721 就業場所 長野県塩尻市ほか

日給
18歳以上 月額換算 (1)8時30分～17時00分

172,800円～194,400円 (2)22時00分～5時30分

TEL 0263-88-9240（従業員数 27人 ）
正社員以外 20020- 2445321 就業場所 長野県塩尻市ほか

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）

法令の規定
により年齢
制限がある

交通誘導警備員（中信地
域）（６０歳以上専用求
人）【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）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

荷物の入出庫作業 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

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

おやき、おこわ、つけも
のの製造

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

半導体の製造・検査 Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ヘルパー（看護補助員） 医療法人　雄久会　塩尻
病院

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

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

生産管理・調達業務 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

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

ガソリンスタンド要員 信光石油　株式会社 長野県松本市深志２－２－９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めなし キャリア形
成

自動車の板金・塗装
（カーメイク）

松本日産自動車　株式会
社

長野県松本市高宮北３番６号 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車部品の製造オペ
レーター

Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 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

自動車部品の造形 Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 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

鋳物製品の製造 Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 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

交通誘導警備員 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

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

一般業務全般／評価業務
【塩尻市】

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

試作・評価業務 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

176,000円～186,000円 (2)17時00分～8時00分

(3)8時00分～7時59分

TEL 0263-51-5022（従業員数 61人 ）
正社員 20020- 2380421 就業場所 長野県塩尻市 給付

時給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

177,240円～185,680円

TEL 0263-86-7001（従業員数 35人 ）
正社員以外 20020- 2345821 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

154,800円～182,750円

TEL 0263-24-2351（従業員数 23人 ）
正社員 20020- 2717421 就業場所 長野県塩尻市ほか

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

154,800円～182,750円

TEL 0263-24-2351（従業員数 23人 ）
正社員以外 20020- 2720021 就業場所 長野県塩尻市ほか

日給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

154,800円～182,750円

TEL 0263-24-2351（従業員数 23人 ）
正社員以外 20020- 2726321 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

151,634円～180,619円

TEL 0263-52-1148（従業員数 66人 ）
正社員以外 20020- 2410521 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

151,634円～180,619円

TEL 0263-52-1148（従業員数 66人 ）
正社員以外 20020- 2647621 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

151,634円～180,619円

TEL 0263-52-0600（従業員数 36人 ）
正社員以外 20020- 2864621 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1年単位）
18歳以上 月額換算 (1)3時00分～12時00分

152,640円～178,080円

TEL 0263-86-7001（従業員数 35人 ）
正社員以外 20020- 2348421 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- 2940221 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- 2941521 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
60歳以上 (1)7時00分～16時00分

155,520円～155,520円 (2)9時00分～18時00分

(3)11時00分～20時00分

TEL 0263-50-8332（従業員数 14人 ）
正社員以外 20020- 2684221 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

153,900円～153,900円

TEL 0263-57-7315（従業員数 72人 ）
正社員以外 20020- 2680121 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)13時00分～21時00分

957円～2,064円

TEL 0263-52-4477（従業員数 16人 ）
パート労働者 20020- 2403421 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,500円～1,600円

TEL 090-4373-2055（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 2430121 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 (1)10時00分～14時00分

6,000円～6,000円

TEL 0263-36-2118（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020- 2812521 就業場所 長野県塩尻市

ホテル旅館の客室清掃 株式会社　ウィルトス 長野県松本市本庄１－１－１３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師／新規開業訪問看
護ステーション

合同会社　ナースセン
ター時の駅
訪問看護ステーション
ＳＴ

長野県塩尻市大字広丘吉田１５９８番地１ その他 看護師

雇用期間の定めなし 不問

完全個別指導の教師と事
務【勤務時間限定正社
員】週４日勤務

株式会社　ＫＡＴＥＫＹ
Ｏグループ　長野県家庭
教師協会　塩尻事務局

長野県塩尻市大門八番町５６１－５　小沢ビ
ル３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

実用英語技能検定２級

雇用期間の定めなし キャリア形
成

工場内包装機械オペレー
ター《急募》

株式会社　丸水長野県水
畜産事業部

長野県塩尻市大字広丘吉田５６３－１０
塩尻畜産工場

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

介護員（ひだまりの里）
【６０歳以上専用求人】

有限会社　創生活環境運
営

長野県安曇野市豊科高家７８１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

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

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

積込・荷卸し・仕分け作
業

近物レックス　株式会社
松本支店

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

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

林業総合センター給与等
事務員

長野県林業総合センター 長野県塩尻市大字片丘５７３９ 雇用・公災・
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（フル
タイム）農業大学校教務
事務

長野県野菜花き試験場 長野県塩尻市大字宗賀床尾１０６６－１ 雇用・公災・
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（フル
タイム）試験研究推進補
助員

長野県野菜花き試験場 長野県塩尻市大字宗賀床尾１０６６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

警備員【松本】【６０歳
以上専用求人】

株式会社　トスネット上
信越　松本営業所

長野県松本市大字笹賀８１５５番地
ウェルズ２１杉山Ｃ号室

雇用・労災・
健康・厚生

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

トラック運転手（軽・２
ｔ）及び交通誘導≪急募
≫

株式会社　トスネット上
信越　松本営業所

長野県松本市大字笹賀８１５５番地
ウェルズ２１杉山Ｃ号室

雇用・労災・
健康・厚生

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

警備員【松本】（公共工
事及びイベント）≪急募
≫

株式会社　トスネット上
信越　松本営業所

長野県松本市大字笹賀８１５５番地
ウェルズ２１杉山Ｃ号室

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

セールスドライバー 近物レックス　株式会社
松本支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５７３－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

中型自動車免許

準中型自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

フォークリフト運転技能
者

施設常駐警備員（塩尻
市）《急募》

セコムジャスティック上
信越　株式会社　松本営
業所

長野県塩尻市大字広丘高出１５８２番地１
橋詰ビル３階

雇用・労災・
健康・厚生

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
不問 (1)6時30分～11時00分

1,015円～1,465円 (2)16時30分～20時30分

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020- 2401221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時40分～17時25分

1,200円～1,400円

TEL 0263-33-6400（従業員数 56人 ）
パート労働者 20020- 2916221 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 (1)9時30分～17時00分

7,786円～8,998円

TEL 0263-27-0111（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 2728921 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00分～17時00分

950円～1,375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 ）
パート労働者 20020- 2851821 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 変形（1年単位）
59歳以下

1,000円～1,250円

TEL 0263-35-2525（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020- 2888521 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問

1,000円～1,200円

TEL 0263-87-2455（従業員数 1人 ）
パート労働者 20020- 2621621 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時45分～13時00分

1,120円～1,120円 (2)14時00分～17時15分

(3)8時45分～17時15分

TEL 0263-53-7564（従業員数 40人 ）
パート労働者 20020- 2635221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳以上 (1)17時00分～0時00分

1,000円～1,000円 (2)22時00分～8時00分

TEL 0263-54-6168（従業員数 340人 ）
パート労働者 20020- 2706821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～16時00分

910円～980円

TEL 0263-85-1205（従業員数 37人 ）
パート労働者 20020- 2496321 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～69歳 (1)8時00分～17時00分

975円～975円

TEL 0263-35-9440（従業員数 47人 ）
パート労働者 20020- 2385021 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時30分～16時30分

960円～960円 (2)10時00分～19時30分

(3)16時30分～10時00分

TEL 0263-36-2671（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020- 2905121 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)9時00分～17時50分

950円～950円

TEL 0263-53-0851（従業員数 46人 ）
パート労働者 20020- 2569121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

950円～950円 (2)9時00分～14時00分

TEL 0263-57-7315（従業員数 72人 ）
パート労働者 20020- 2679321 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 (1)8時30分～17時00分

7,220円～7,220円

TEL 0263-52-0015（従業員数 80人 ）
パート労働者 20020- 3069321 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
61歳以下 (1)9時00分～17時30分

880円～900円

TEL 0263-54-0742（従業員数 36人 ）
パート労働者 20020- 2913021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時20分～12時00分

900円～900円 (2)8時20分～15時00分

TEL 0263-54-0088（従業員数 17人 ）
パート労働者 20020- 2982821 就業場所 長野県塩尻市

機械係　【未経験者歓
迎】

株式会社　ダイヤ精工
松本工場

長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

品質管理補助 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）

定年を上限

会計年度任用職員（就学
支援金事務補助員）

長野県塩尻志学館高等学
校

長野県塩尻市大字広丘高出４－４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

工場内作業（盛り付け）
《急募》

株式会社　丸水長野県水
畜産事業部

長野県塩尻市大字広丘吉田５６３－１０
塩尻畜産工場

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

メタルマスク製版の検
査、仕上げ、出荷作業
【急募】

有限会社　イトウプリン
ト

長野県塩尻市大字片丘４８７８－６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員［塩尻市大門］
認知症高齢者グループ
ホーム

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

労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）
法令の規定
により年齢
制限がある

介護福祉士

交通誘導警備員 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 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

販売員（レジ）【デリシ
ア吉田原店】

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

パソコンの入力業務・ド
ライバーとの電話連絡
≪急募≫

ヤマト運輸　株式会社
松本主管支店　松本ベー
ス店

長野県塩尻市大字広丘野村字角前１９４５－
１

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

保育士　　【令和４年４
月～】

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 保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

営業事務 ブラスト株式会社 長野県塩尻市大門幸町８－１４ 労災

雇用期間の定めなし 不問

ガソリンスタンド販売員 信光石油　株式会社 長野県松本市深志２－２－９ 雇用・労災 危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めなし 定年を上限

警備スタッフ（中信） 有限会社　エム・エス・
ディ　本社

長野県松本市旭１丁目４－２ 労災 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

職業相談員（塩尻市ふる
さとハローワーク）

長野労働局　松本公共職
業安定所（ハローワーク
松本）

長野県松本市庄内３丁目６－２１ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師（安曇野メディ
ア）

社会医療法人　城西医療
財団

長野県松本市城西１丁目５－１６ 労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護福祉士（パート） 株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５号 労災 介護福祉士

雇用期間の定めなし 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15分～12時20分

880円～880円 (2)13時00分～17時05分

TEL 0263-52-2451（従業員数 40人 ）
パート労働者 20020- 2732521 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
64歳以下 (1)8時00分～14時30分

880円～880円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0263-31-0733（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020- 2884021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

880円～1,000円

TEL 0264-34-3766（従業員数 3人 ）
パート労働者 20100-  229221 就業場所 長野県塩尻市

木工家具製造 株式会社　庄太郎 長野県塩尻市贄川１７００－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

弁当調理スタッフ 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

雇用・労災 調理師

栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

切クズ回収業務 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

雇用期間の定めなし 不問

募集人数 １５名
●

応募締切

４月１２日（火）

お問合せ：長野県上松技術専門校 ＴＥＬ 0264-52-3330

お申込み：ハローワーク木曽福島 ＴＥＬ 0264-22-2233

公共職業訓練（２ヶ月コース）

Ｒ４年度後期民間活用委託訓練事業

令和４年

訓練期間： ５月 ２日（月）～ ７月１日（金）
＜３８時間 ２２３時間＞

訓練場所：上松町公民館（木曽郡上松町小川1706）

★ 選 考 日 ：令和４年４月1９日（火） １４時開始

★ 選考場所：長野県上松技術専門校

＊入校選考料及び受講料は無料です＊

交通費・教科書代12,000円程度・資格取得に必要な費用5,200円

職業訓練生総合保険料3,000円等は自己負担となります。

詳細についてはお問合せください。

◆受講対象者◆
就職の為のＰＣスキル取得を希望し、ハローワーク所長より受講指示、

受講推薦または支援指示を受け、再就職の意欲を持って全期間を通じて

受講できる方。
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