
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)9時00分～18時00分

200,000円～500,000円

TEL 0263-50-6800（従業員数 4人 ）
正社員 20020- 4727821 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- 4566821 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- 4697721 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- 4880721 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

205,000円～330,000円

TEL 0263-58-1600（従業員数 5人 ）
正社員 20020- 4476721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

220,000円～320,000円 (2)9時00分～18時30分

TEL 0263-53-8137（従業員数 15人 ）
正社員 20020- 4779221 就業場所 長野県諏訪市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

220,000円～320,000円 (2)9時00分～18時30分

TEL 0263-53-8137（従業員数 15人 ）
正社員 20020- 4803921 就業場所 長野県諏訪市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問

250,000円～300,000円

TEL 0263-39-7101（従業員数 25人 ）
正社員以外 20020- 4662021 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 (2)16時00分～9時30分

(3)10時30分～19時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 4732921 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)9時00分～18時00分

173,400円～284,000円

TEL 0263-31-3640（従業員数 10人 ）
正社員 20020- 4454421 就業場所 長野県塩尻市 拠出

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- 4570921 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- 4701821 就業場所 長野県塩尻市

マニュアル設計業務
【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

評価業務（試作・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

自動車整備（塩尻店） 株式会社　ホンダカーズ
松本東

長野県松本市双葉２０－１２ 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

看護師（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

ホテル中村屋　副支配人
候補（社員）

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

エクステリアの営業・設
計・管理

株式会社　イトウ住建 長野県塩尻市大門四番町６－５－１０３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

リフォーム・エクステリ
ア営業

株式会社　イトウ住建 長野県塩尻市大門四番町６－５－１０３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場技術者・現場管理 株式会社　塩尻水建 長野県塩尻市広丘吉田９７８－２ 雇用・労災・
健康・厚生

１級土木施工管理技士

１級管工事施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

製品の試験業務／校正業
務（ＥＭＣ等）【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

Ｗｅｂアプリケーション
の企画設計（ソフト開
発）

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

システム導入・維持管理
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

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

所在地・就業場所

板金・塗装 株式会社　リアル 長野県塩尻市大字広丘郷原１０８８－１

℡ 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３月１０日発行 （３月２日～３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 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

222,000円～278,000円 (2)16時00分～9時30分

(3)10時30分～19時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 4726721 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～18時00分

244,500円～274,800円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-53-8137（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 4784721 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～18時00分

244,500円～274,800円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-53-8137（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 4811621 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
62歳以下 (1)8時00分～17時00分

257,700円～273,700円

TEL 0263-86-7001（従業員数 31人 ）
正社員 20020- 4838921 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 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 4730321 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1年単位）
59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 24人 ）
正社員 20020- 4399521 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

230,000円～250,000円

TEL 0263-87-8392（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 4405421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

250,000円～250,000円

TEL 0263-87-8392（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 4406321 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問

180,000円～250,000円

TEL 0263-39-7101（従業員数 25人 ）
正社員以外 20020- 4660921 就業場所 長野県塩尻市

月給 フレックス
59歳以下 (1)8時45分～17時30分

200,000円～250,000円

TEL 0263-51-5110（従業員数 195人 ）
正社員 20020- 4793821 就業場所 長野県塩尻市

月給 フレックス
59歳以下 (1)8時45分～17時30分

200,000円～250,000円

TEL 0263-51-5110（従業員数 195人 ）
正社員 20020- 4802621 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

205,000円～250,000円

TEL 0263-52-0118（従業員数 30人 ）
正社員 20020- 4913221 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

205,000円～245,000円

TEL 0263-52-0118（従業員数 30人 ）
正社員 20020- 5025921 就業場所 長野県塩尻市

その他 変形（1年単位）
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

164,160円～237,600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- 4840821 就業場所 長野県塩尻市ほか

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- 4568521 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- 4569421 就業場所 長野県塩尻市

製品評価業務　【エプソ
ンダイレクト】

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

商品投入　施策・販促企
画推進　【エプソンダイ
レクト】

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

警備員スタッフ（中信地
区）【正社員】

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

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

歯科衛生士 医療法人　弘仁会　鴨居
歯科医院

長野県塩尻市大字大門一番町１６－１４ 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

歯科医院内歯科技工士 医療法人　弘仁会　鴨居
歯科医院

長野県塩尻市大字大門一番町１６－１４ 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

技術系総合職（医療機器
の品質管理）

シスメックスＲＡ　株式
会社

長野県塩尻市大字広丘野村１８５０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

技術系総合職（医療機器
の機構・電気・ソフト・
生産技術）

シスメックスＲＡ　株式
会社

長野県塩尻市大字広丘野村１８５０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホテル中村屋　フロント
スタッフ（社員）

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

営業 株式会社　Ａｌｔｅｃ
長野支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５５２－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

施工管理（折板ガレー
ジ）

株式会社　Ａｌｔｅｃ
長野支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５５２－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

袋詰め荷造・運搬【急
募】

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

玉掛技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員（グルー
プホームまほろば）

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

【管理職募集】物流企業
管理職（総合職）

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

フォークリフト運転技能
者

電気工事　【第一種電気
工事士】

株式会社　イトウ住建 長野県塩尻市大門四番町６－５－１０３ 雇用・労災・
健康・厚生

第一種電気工事士

雇用期間の定めなし 不問

住宅設備スタッフ　【経
験者】

株式会社　イトウ住建 長野県塩尻市大門四番町６－５－１０３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師（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

准看護師

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)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- 4574821 就業場所 長野県塩尻市

時給 フレックス
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- 4950121 就業場所 長野県塩尻市

時給 フレックス
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- 4951021 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～232,500円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 4694921 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

186,000円～232,500円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 4699221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)9時00分～18時00分

170,000円～231,000円

TEL 0263-31-3640（従業員数 10人 ）
正社員 20020- 4452221 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45分

170,000円～230,000円

TEL 0263-31-0191（従業員数 4人 ）
正社員 20020- 4470421 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時30分～18時45分

170,000円～230,000円

TEL 0263-31-0191（従業員数 4人 ）
正社員以外 20020- 4479521 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

211,120円～227,360円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 4530721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
30歳以下 (1)8時25分～17時20分

178,500円～225,000円

TEL 0263-56-2111（従業員数 50人 ）
正社員 20020- 4863021 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

156,200円～220,000円

TEL 0263-52-7825（従業員数 173人 ）
正社員 20020- 4501421 就業場所 長野県塩尻市

日給
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

172,800円～216,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-87-6751（従業員数 8人 ）
正社員以外 20020- 4315221 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

166,000円～210,000円

TEL 0266-46-2310（従業員数 41人 ）
正社員 20020- 4717021 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

160,000円～205,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-1700（従業員数 56人 ）
正社員 20020- 4809521 就業場所 長野県塩尻市 厚生

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- 4509221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

155,000円～203,000円 (2)17時00分～2時00分

TEL 0263-52-7825（従業員数 173人 ）
正社員 20020- 4513021 就業場所 長野県塩尻市

フォークリフト作業員
【急募】

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

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

営業職 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

介護職員 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

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

ホームヘルパー２級

ＮＣ工作機械オペレー
ター

有限会社　小野製作所 長野県塩尻市大字北小野９４４番地３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

交通誘導警備員イベント
警備員

株式会社　テイスト　中
南信営業所

長野県塩尻市大字大門１００３－４　高原ビ
ル２階

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

電気機械技術職　　【急
募】

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

エネルギー管理士

公害防止管理者

雇用期間の定めなし 定年を上限

１級ボイラー技士

製本作業員 日本ハイコム　株式会社 長野県塩尻市大字北小野４７２４番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

アルミフレームの組立 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

リラクゼーションセラピ
スト＜塩尻ＧＡＺＡ店＞

癒し処　倉田屋 長野県松本市大字里山辺８４－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

リラクゼーションセラピ
スト＜塩尻ＧＡＺＡ店＞

癒し処　倉田屋 長野県松本市大字里山辺８４－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業スタッフ（塩尻店） 株式会社　ホンダカーズ
松本東

長野県松本市双葉２０－１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

マニュアル設計補助業務
【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

試作調達業務　【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

新製品評価（不具合検
証・解析）　【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

アフターサービスパーツ
修理運用・在庫管理
【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

Ｗｅｂカタログ／カタロ
グ制作業務全般　【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
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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 交替制あり
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

154,700円～203,000円 (2)17時00分～2時00分

TEL 0263-52-7825（従業員数 173人 ）
正社員 20020- 4515821 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

201,600円～201,600円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 4311121 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

180,000円～195,000円

TEL 0263-52-0118（従業員数 30人 ）
正社員 20020- 4916321 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

155,520円～190,080円

TEL 0263-48-5212（従業員数 24人 ）
正社員以外 20020- 4445521 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
35歳～54歳 (1)8時00分～17時00分

155,520円～190,080円

TEL 0263-48-5212（従業員数 24人 ）
正社員 20020- 4450721 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

155,520円～190,080円

TEL 0263-48-5212（従業員数 24人 ）
正社員 20020- 4453521 就業場所 長野県塩尻市ほか

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)11時00分～20時00分

TEL 0263-51-6610（従業員数 72人 ）
正社員 20020- 4692321 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

161,250円～184,900円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3627（従業員数 22人 ）
正社員以外 20020- 4342321 就業場所 長野県塩尻市ほか 給付

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

176,700円～183,300円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 4302921 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

151,360円～172,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員以外 20020- 4734021 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

166,100円～166,100円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 4995721 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- 4996821 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- 4806721 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

152,000円～152,000円

TEL 0263-85-1050（従業員数 4人 ）
正社員以外 20020- 4928021 就業場所 長野県塩尻市

その他
18歳以上

1,153円～2,051円

TEL 0263-54-0509（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020- 4598021 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)16時00分～9時00分

1,300円～1,600円 (2)16時30分～10時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
パート労働者 20020- 4719821 就業場所 長野県塩尻市

看護師　　《　夜勤専従
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）

法令の規定
により年齢
制限がある

配達業務≪急募≫ 中日新聞　塩尻専売所 長野県塩尻市大門６－１－２ 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

給食調理員　【宗賀中央
保育園】

シダックス大新東ヒュー
マンサービス　株式会社
松本営業所

長野県松本市村井町南３－５－２
ちくま第３ビル８Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

調理師

栄養士

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

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

水道技術員【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

利用者様の送迎運転業務 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ヶ月未満）
不問

介護認定調査員【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

交通誘導警備（松本・塩
尻・木曽）　【未経験者
歓迎】

株式会社　全日警サービ
ス長野　松本営業所

長野県松本市野溝西１－１１－８
鵬ビル１階

雇用・労災・
健康・厚生

交通誘導警備業務検定２
級

雑踏警備業務検定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

介護職員（有料老人ホー
ムせせらぎ）

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

警備員（幹部候補含む） 長野県交通警備　株式会
社　松本営業所

長野県松本市大字新村３３３２　ＯＴＥビル
２Ｆ

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

警備員（幹部候補含む） 長野県交通警備　株式会
社　松本営業所

長野県松本市大字新村３３３２　ＯＴＥビル
２Ｆ

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

警備員（中信） 長野県交通警備　株式会
社　松本営業所

長野県松本市大字新村３３３２　ＯＴＥビル
２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

原動機付自転車免許

自動二輪車免許

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

歯科マネージャー（歯科
助手・受付）

医療法人　弘仁会　鴨居
歯科医院

長野県塩尻市大字大門一番町１６－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

品質管理、測定業務 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

製造作業員　　【急募】 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 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 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

1,300円～1,600円 (2)9時00分～16時00分

(3)10時00分～16時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
パート労働者 20020- 4722621 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

1,000円～1,250円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-87-6751（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020- 4317421 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

900円～1,200円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3627（従業員数 22人 ）
パート労働者 20020- 4359321 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
59歳以下

1,200円～1,200円

TEL 0263-52-0118（従業員数 30人 ）
パート労働者 20020- 4912821 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

1,200円～1,200円

TEL 0263-52-0118（従業員数 30人 ）
パート労働者 20020- 4919121 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

950円～1,100円

TEL 0263-39-7101（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020- 4610121 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～16時00分

900円～1,100円

TEL 0263-51-8011（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020- 4858821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

1,000円～1,050円

TEL 0263-56-2227（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020- 5024621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

920円～1,040円

TEL 0263-51-6610（従業員数 72人 ）
パート労働者 20020- 4693621 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- 4743721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時30分～18時45分

900円～1,000円

TEL 0263-31-0191（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 4460221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

900円～1,000円

TEL 0263-39-7101（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020- 4615521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時30分～14時30分

1,000円～1,000円

TEL 0263-51-1348（従業員数 1人 ）
パート労働者 20020- 4891521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

900円～1,000円

TEL 0263-58-4312（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020- 4901121 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

950円～1,000円

TEL 0263-52-0118（従業員数 30人 ）
パート労働者 20020- 4917621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～13時00分

880円～980円

TEL 0263-57-8801（従業員数 31人 ）
パート労働者 20020- 4990321 就業場所 長野県塩尻市

惣菜部門パート社員（広
丘店）＜急募＞

株式会社　西源（食品
スーパー　ラ・ムー）

長野県松本市小屋南２丁目９番２５号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

歯科マネジャー（歯科助
手・受付）

医療法人　弘仁会　鴨居
歯科医院

長野県塩尻市大字大門一番町１６－１４ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

幼稚園、保育園での事務 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

そば屋での接客全般
（土日祝日のみ勤務）

そば屋　しみず 長野県塩尻市大字宗賀７６－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

塩尻駅前　ホテル中村屋
フロントスタッフ（パー
ト）

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

リラクゼーションセラピ
スト＜塩尻ＧＡＺＡ店＞

癒し処　倉田屋 長野県松本市大字里山辺８４－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

介護職員（有料老人ホー
ムせせらぎ）

社会福祉法人　平成会 長野県塩尻市大字宗賀１２９８－９２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

コテージ清掃 紀州鉄道　株式会社　ネ
イチャービレッジ諏訪塩
嶺

長野県塩尻市大字北小野勝弦４９２０－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務職 サンサンワイナリー 長野県塩尻市柿沢字日向畠７０９－３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

塩尻駅前　ホテル中村屋
朝食スタッフ（パート）

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

歯科衛生士 医療法人　弘仁会　鴨居
歯科医院

長野県塩尻市大字大門一番町１６－１４ 労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科医院内歯科技工士 医療法人　弘仁会　鴨居
歯科医院

長野県塩尻市大字大門一番町１６－１４ 労災 歯科技工士

雇用期間の定めなし 定年を上限

交通誘導警備≪急募≫ 株式会社　全日警サービ
ス長野　松本営業所

長野県松本市野溝西１－１１－８
鵬ビル１階

労災 交通誘導警備業務検定２
級

雑踏警備業務検定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

交通誘導警備員 株式会社　テイスト　中
南信営業所

長野県塩尻市大字大門１００３－４　高原ビ
ル２階

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

病棟看護師（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
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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)7時00分～10時00分

877円～950円

TEL 0263-34-5750（従業員数 1人 ）
パート労働者 20020- 4626621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～14時00分

880円～950円 (2)17時00分～22時00分

TEL 0263-53-1209（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020- 4790121 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

7,347円～7,347円

TEL 0263-52-1148（従業員数 66人 ）
パート労働者 20020- 4968121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～10時00分

900円～900円 (2)12時00分～14時00分

(3)17時00分～19時00分

TEL 0263-52-0118（従業員数 30人 ）
パート労働者 20020- 4909621 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 (1)7時00分～11時30分

880円～880円

TEL 0263-31-0733（従業員数 13人 ）
パート労働者 20020- 4887921 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～15時00分

900円～1,100円

TEL 0264-34-2245（従業員数 6人 ）
パート労働者 20100-  369421 就業場所 長野県塩尻市

事務職 有限会社　丸嘉小坂漆器
店

長野県塩尻市木曽平沢１８１７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

病院内清掃（塩尻協立病
院）

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科医院内のクリーンス
タッフ

医療法人　弘仁会　鴨居
歯科医院

長野県塩尻市大字大門一番町１６－１４ 労災

雇用期間の定めなし 不問

会計年度任用職員（パー
トタイム）試験補助（環
境部・病害）

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

ホール・接客・掃除・調
理手伝い

有限会社　そば処　知春 長野県塩尻市大門８－１３－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

清掃スタッフ 太平ビルサービス　株式
会社　松本営業所

長野県松本市深志２丁目５番２６号松本第一
ビル７Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

◆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。

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日間 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。
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