
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30分～17時50分

220,000円～400,000円

TEL 0263-53-6633（従業員数 17人 ）
正社員 20020- 5835121 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

230,000円～380,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-57-3377（従業員数 2人 ）
正社員 20020- 5706721 就業場所 長野県塩尻市ほか 厚生

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時50分

215,000円～320,000円

TEL 0263-53-6633（従業員数 17人 ）
正社員 20020- 5834921 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～5時00分

251,000円～310,000円

TEL 0263-53-0357（従業員数 7人 ）
正社員 20020- 5804821 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

230,000円～300,000円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員 20020- 5817621 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20分

220,000円～280,000円

TEL 0263-51-5151（従業員数 15人 ）
正社員 20020- 5755121 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20分

220,000円～280,000円

TEL 0263-51-5151（従業員数 15人 ）
正社員 20020- 5757721 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～270,000円

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 5826921 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時15分～17時05分

180,000円～250,000円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員 20020- 5818921 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)8時15分～17時15分

180,000円～250,000円 (2)17時15分～2時05分

(3)23時15分～8時05分

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員 20020- 5823421 就業場所 長野県塩尻市

月給
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

160,000円～240,000円

TEL 0263-52-2239（従業員数 13人 ）
正社員 20020- 5776421 就業場所 長野県塩尻市

月給
40歳以下 (1)9時00分～17時35分

185,000円～230,000円

TEL 0263-54-3290（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 5683021 就業場所 長野県塩尻市 厚生

雇用・労災・
健康・厚生

歯科技工士

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

歯科技工 株式会社　インフィデン
ト

長野県塩尻市大字広丘野村１２８６－３

建設設備・水道設備・土
木業

有限会社　カワモト 長野県松本市大字和田４３０４番地５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

営業 株式会社　インフィデン
ト

長野県塩尻市大字広丘野村１２８６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

外溝工事、一般土木作業
員

海渡建設 長野県塩尻市大字広丘高出３９２－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

その他の定置・建設機械
の運転関係資格

雇用期間の定めなし 不問

ＮＣ旋盤技術者 株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 定年を上限

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 定年を上限

介護支援専門員（居宅介
護）

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

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

機械オペレーター（日
勤）

株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 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

機械オペレーター（深夜
／夜勤）

株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 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

精密機械部品加工 洗馬精密工業　株式会社 長野県塩尻市大字洗馬２８１８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

自動車整備 有限会社　大信オートボ
デー

長野県塩尻市広丘野村１７８８番地４２６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

三級自動車整備士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

℡ 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３月３１日発行 （３月２３日～３月２９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

時給
不問 月額換算 (1)9時30分～18時30分

177,840円～224,640円

TEL 090-5337-1025（従業員数 0人 ）
正社員以外 20020- 5842121 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

189,720円～221,340円

TEL 0263-88-5763（従業員数 8人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 5761921 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

189,720円～221,340円

TEL 0263-88-5763（従業員数 8人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 5762121 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15分～17時05分

149,396円～215,794円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員以外 20020- 5820821 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

200,640円～200,640円 (2)14時30分～23時30分

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 5855521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時15分～17時15分

200,640円～200,640円

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 5856421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時15分～17時15分

200,640円～200,640円

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 5857321 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

200,640円～200,640円 (2)14時30分～23時30分

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 5859921 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

180,000円～180,000円

TEL 0263-53-6340（従業員数 14人 ）
正社員 20020- 5731721 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1年単位）
59歳以下 月額換算 (1)8時15分～17時05分

146,076円～157,696円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員以外 20020- 5822521 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)8時45分～17時30分

143,313円～143,313円

TEL 0263-53-5000（従業員数 64人 ）
正社員以外 20020- 5705021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時20分～12時35分

1,980円～1,980円

TEL 0263-52-0742（従業員数 60人 ）
パート労働者 20020- 5870221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時45分～12時30分

1,300円～1,600円

TEL 0263-51-0333（従業員数 16人 ）
パート労働者 20020- 5866621 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時30分～16時30分

1,350円～1,450円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-54-7351（従業員数 66人 ）
パート労働者 20020- 5854221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)16時00分～20時00分

1,150円～1,350円

TEL 0263-50-5161（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020- 5756021 就業場所 長野県塩尻市

月給 フレックス
不問 (1)9時00分～17時00分

168,000円～168,000円

TEL 0263-40-0234（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020- 5729621 就業場所 長野県塩尻市ほか

カラー専門店美容師 Ｒｅ：ＣＯＬＯＲ 長野県塩尻市大字広丘吉田６７５－４ その他 美容師

管理美容師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

マニュアル制作 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

アプリケーション検査 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

製造補助作業員 株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

溶解作業　【ヤマトイン
テック】

株式会社　スカイネット
長野支店

長野県松本市石芝４丁目７－１１　ガーデンハ
イツ　オリエンタル　４Ａ

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

自動車の部品の検査
【ヤマトインテック】

株式会社　スカイネット
長野支店

長野県松本市石芝４丁目７－１１　ガーデンハ
イツ　オリエンタル　４Ａ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

仕上げ工　【ヤマトイン
テック】

株式会社　スカイネット
長野支店

長野県松本市石芝４丁目７－１１　ガーデンハ
イツ　オリエンタル　４Ａ

雇用・労災・
健康・厚生

ガス溶接技能者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

造形　【ヤマトインテッ
ク】

株式会社　スカイネット
長野支店

長野県松本市石芝４丁目７－１１　ガーデンハ
イツ　オリエンタル　４Ａ

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

生産管理 有限会社　エス・アイ工
機

長野県塩尻市大字広丘高出１５６３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

検査員 株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務員（臨時職員）【桔
梗荘】

松塩筑木曽老人福祉施設
組合

長野県塩尻市大字広丘郷原１６８３番地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）

不問

生徒の学習・生活支援
（学習習慣形成）

塩尻市立広丘小学校 長野県塩尻市大字広丘原新田１１６ 公災 小学校教諭免許（専修・
１種・２種）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師 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 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

看護職員（特別養護老人
ホームえんれい）

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 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

グループホーム（日中支
援型）支援員　【生活支
援員】

株式会社　ウィッシュ 長野県塩尻市大字広丘野村２０５０－１０ 労災 介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

職場環境改善アドバイ
ザー【産休代替】

イーキュア　株式会社 長野県松本市大字島立８３０番地１１ 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
不問

950円～1,200円

TEL 090-5337-1025（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020- 5845821 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)9時45分～19時15分

1,100円～1,100円 (2)9時45分～13時15分

TEL 0263-51-9280（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 5830521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

900円～1,000円

TEL 0263-54-7351（従業員数 66人 ）
パート労働者 20020- 5858621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

980円～980円

TEL 0263-53-6633（従業員数 17人 ）
パート労働者 20020- 5836021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時30分～12時00分

900円～950円

TEL 0263-85-5573（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 5815421 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)9時00分～16時00分

880円～950円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
パート労働者 20020- 5816321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

900円～950円 (2)13時00分～19時00分

TEL 0263-40-2322（従業員数 32人 ）
パート労働者 20020- 5907121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～16時30分

948円～948円

TEL 0263-52-1148（従業員数 66人 ）
パート労働者 20020- 5767521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

932円～932円

TEL 0263-86-3000（従業員数 56人 ）
パート労働者 20020- 5737621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

930円～930円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-36-2671（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020- 5881321 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)12時00分～20時00分

900円～900円 (2)15時00分～20時00分

(3)12時00分～18時00分

TEL 0263-53-3003（従業員数 1人 ）
パート労働者 20020- 5890321 就業場所 長野県塩尻市

カラー専門店美容師 Ｒｅ：ＣＯＬＯＲ 長野県塩尻市大字広丘吉田６７５－４ その他 美容師

管理美容師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

衣料品販売 ファッションセンターし
まむら　広丘店

長野県塩尻市大字広丘野村１６８８－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

介護職員（特別養護老人
ホームえんれい）

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

介護職員初任者研修修了
者

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護福祉士

歯科技工 株式会社　インフィデン
ト

長野県塩尻市大字広丘野村１２８６－３ 労災 歯科技工士

雇用期間の定めなし 不問

日常清掃スタッフ（塩尻
市）

オアビス　株式会社 長野県松本市寿北６丁目４－６　ローズコート
Ｋ　Ａ号室

労災

雇用期間の定めなし 不問

検査員 株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

倉庫内作業（広丘堅石）
《急募》

株式会社　ナガタ運輸 長野県松本市大字和田６５３２－５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

試験研究補助員（野菜
部）会計年度任用職員
（パートタイム）

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

教員業務支援員（ＩＣＴ
活用支援員）

長野県田川高等学校 長野県塩尻市大字広丘吉田２６４５ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

［急募］医療事務　【松
本歯科大学病院】

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 医療事務資格

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

接客販売 ワークマン塩尻大門店 長野県塩尻市大字大門桔梗ヶ原７７－４ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

< 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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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

訓練期間 ：５月 ２日（月）～ ７月 １日（金）

＜３８日間 ２２３時間＞

訓練施設 ：上松町公民館 （木曽郡上松町小川1706）

目標資格 :  Ｐ検準２級または３級 資格取得

受 講 料 ： 無 料

＊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。

応募締切 ：令和４年 ４月 １２ 日（火）

選考日時 ：令和４年 ４月 １９ 日（火）14時開始
適正検査・面接（鉛筆持参）

選考会場 ：長野県上松技術専門校（木曽郡上松町小川3540）

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カ月コース）

訓練生募集 定員１５名

Ｒ４年度民間活用委託訓練事業

◆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。

詳細についてはお問合せください。

令和４年
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