
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 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時20分～17時30分

210,000円～500,000円

TEL 0263-88-8920（従業員数 25人 ）
正社員 20020- 5964121 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

210,000円～500,000円

TEL 0263-47-9840（従業員数 11人 ）
正社員 20020- 6510321 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

300,000円～450,000円

TEL 0263-53-7574（従業員数 13人 ）
正社員 20020- 6185721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～450,000円

TEL 0263-54-2060（従業員数 15人 ）
正社員 20020- 6526521 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00分～18時00分

180,000円～400,000円

TEL 0263-76-0140（従業員数 10人 ）
正社員 20020- 6623421 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

206,500円～360,000円

TEL 0263-52-8655（従業員数 35人 ）
正社員 20020- 5931021 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

225,000円～360,000円

TEL 0263-52-8655（従業員数 35人 ）
正社員 20020- 5986521 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- 6016521 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

239,000円～358,500円

TEL 090-5334-1194（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 6015221 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30分

200,000円～350,000円

TEL 0263-88-8920（従業員数 25人 ）
正社員 20020- 5963921 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30分

200,000円～350,000円

TEL 0263-88-8920（従業員数 25人 ）
正社員 20020- 5966721 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

184,800円～346,500円

TEL 0263-74-1410（従業員数 0人 ）
正社員 20020- 6548021 就業場所 長野県塩尻市

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

制御設計（ＰＬＣ・シー
ケンサ）【経験者】

株式会社　サイクス 長野県塩尻市大字洗馬２９２５－１

営業（塩尻営業所） 三井マネジメント　株式
会社　松本営業所

長野県松本市島立１０６４－１ 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

土木施工管理 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

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

設備（管・水道）工事の
施工管理

株式会社　企成工業 長野県塩尻市大字広丘野村１７８８－４６０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

２級管工事施工管理技士

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

大工 有限会社　建築工房　時
遊館

長野県安曇野市三郷明盛１８３３ー２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ハードウェア設計開発業
務

株式会社　マイクロネッ
ト　信州事業所

長野県塩尻市大字広丘野村１３７６－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ハードウェア・ソフト
ウェアの受託開発及び自
社商品の営業

株式会社　マイクロネッ
ト　信州事業所

長野県塩尻市大字広丘野村１３７６－１４ 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

解体業 ＳーＷｉｎｇ 長野県塩尻市大字洗馬２６４４－６ 雇用・労災 準中型自動車免許

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

機械組立 株式会社　サイクス 長野県塩尻市大字洗馬２９２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気配線　　【経験者】 株式会社　サイクス 長野県塩尻市大字洗馬２９２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築鉄工 合同会社　ＴＲＩＤＥ 長野県塩尻市堀ノ内１６７－１ 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

℡ 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４月７日発行 （３月２９日～４月６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

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

187,400円～306,300円

TEL 0263-52-0737（従業員数 24人 ）
正社員 20020- 6386921 就業場所 長野県塩尻市

月給
34歳以下 (1)9時00分～18時00分

250,000円～300,000円

TEL 0263-47-9840（従業員数 11人 ）
正社員 20020- 6512921 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

240,000円～300,000円

TEL 0263-53-9510（従業員数 18人 ）
正社員 20020- 6581821 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～290,000円 (2)6時00分～15時00分

(3)12時45分～21時45分

TEL 0263-86-0250（従業員数 37人 ）
正社員 20020- 5947921 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15分～17時15分

200,200円～284,300円 (2)17時15分～2時15分

TEL 0263-52-0626（従業員数 261人 ）
正社員 20020- 5967821 就業場所 長野県塩尻市 給付

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～280,000円

TEL 0263-52-7544（従業員数 10人 ）
正社員 20020- 6559221 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- 6184021 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

165,000円～268,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-26-1400（従業員数 3人 ）
正社員以外 20020- 5922121 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～18時00分

194,400円～259,200円

TEL 0263-53-3741（従業員数 0人 ）
正社員以外 20020- 6314221 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～59歳 月額換算 (1)18時00分～3時00分

192,680円～256,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6270921 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- 5929321 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～250,000円 (2)6時00分～15時00分

(3)12時45分～21時45分

TEL 0263-86-0250（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 5946621 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

200,000円～250,000円

TEL 0263-26-2268（従業員数 8人 ）
正社員 20020- 5980921 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (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- 6035621 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)9時00分～18時30分

180,000円～250,000円

TEL 0263-75-2167（従業員数 5人 ）
正社員 20020- 6058421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時45分～17時15分

185,000円～240,000円

TEL 0263-50-7305（従業員数 2人 ）
正社員 20020- 6414621 就業場所 長野県塩尻市

総合工事業（土木・建
築・解体・電炉修繕工
事）≪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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者　アーク
溶接技能者（基本級）

施工作業員 三井マネジメント　株式
会社　松本営業所

長野県松本市島立１０６４－１ 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・施工管理 株式会社竹入興業 長野県塩尻市大字広丘野村２５２９ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 不問

玉掛技能者

木材加工オペレーター 征矢野建材　株式会社 長野県松本市大字笹賀７１１６－１ 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

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者　小型移
動式クレーン運転技能者

自動車及び建設機械部品
の加工

株式会社　ヤマトイン
テック

長野県塩尻市大字広丘野村１０４８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気工事（現場代理人又
は現場作業）

株式会社　塩尻電気工業 長野県塩尻市広丘高出１８４７－８ 雇用・労災・
健康・厚生

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

松本ハイランド農業協同
組合

長野県松本市南松本１丁目２－１６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

電気工事 株式会社　赤羽電工 長野県塩尻市大字柿沢５４－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

第一種電気工事士

第二種電気工事士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

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

塗装オペレーター・木材
加工オペレーター

征矢野建材　株式会社 長野県松本市大字笹賀７１１６－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

警備員（大手配送セン
ター）

有限会社　セントラル
松本支社

長野県松本市市場８－６ 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

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）

不問

自動車洗車業務および販
売

有限会社　ビューテック 長野県塩尻市大字広丘吉田１１５１－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

税理士補助業務 水谷哲智税理士事務所 長野県塩尻市大字広丘原新田５７１番地９　Ｍ
＆Ｐビル１階

雇用・労災・
健康

日商簿記３級

雇用期間の定めなし キャリア形
成
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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- 6573821 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

194,520円～232,480円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6265721 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

194,520円～232,480円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6266821 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- 6127721 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- 6129221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (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- 6432921 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～59歳 月額換算 (1)17時00分～2時00分

172,160円～229,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6289121 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～226,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6269421 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

204,250円～225,750円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
正社員 20020- 6049221 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
不問 (1)8時30分～18時30分

185,000円～225,000円 (2)8時30分～12時45分

TEL 0263-52-8722（従業員数 7人 ）
正社員 20020- 6017421 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時20分～17時20分

163,080円～218,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6322221 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～217,360円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6319921 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～217,360円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6321821 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

178,880円～217,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6268521 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

161,250円～215,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
正社員 20020- 6047721 就業場所 長野県塩尻市

月給
25歳以下 (1)8時30分～17時30分

187,000円～212,000円 (2)8時30分～17時00分

(3)8時30分～16時30分

TEL 0263-52-8947（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 6026321 就業場所 長野県塩尻市

Ｗｅｂ制作業務 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

自動車部品の手仕上げ 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

砂の検査・試験 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

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

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

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 法令の規定
により年齢
制限がある

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

加工 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

交通誘導警備員・駐車場
警備員【交通誘導２級資
格者】

株式会社グローバルガー
ド

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務 上條医院　耳鼻咽喉科 長野県塩尻市大門泉町８－１７ 雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし 不問

溶接 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

加工補助 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

検査（日勤） 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

交通誘導・駐車場警備員
（松本）《新プロジェク
ト始動》

株式会社グローバルガー
ド

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 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

野菜栽培管理補助担当 タキイ種苗株式会社 長野県塩尻市宗賀床尾１８４９－３ 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
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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
59歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時00分

154,175円～208,900円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6277421 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

162,320円～208,720円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6304721 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

168,400円～208,720円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6306221 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～208,720円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6309321 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時25分～17時30分

170,480円～207,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6285421 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時25分～17時30分

170,480円～207,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6286321 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

162,320円～205,840円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6302121 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

192,000円～205,000円

TEL 0263-26-1400（従業員数 11人 ）
正社員以外 20020- 5924721 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～204,250円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 70人 ）
正社員 20020- 6083321 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

160,000円～200,000円

TEL 0263-87-1150（従業員数 1人 ）
正社員 20020- 5991721 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- 6290821 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時10分～16時55分

143,060円～193,840円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6296921 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

163,400円～191,350円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3627（従業員数 22人 ）
正社員 20020- 6522021 就業場所 長野県塩尻市ほか 給付

月給 交替制あり
64歳以下 (1)9時30分～18時30分

168,000円～190,000円 (2)12時00分～21時00分

TEL 0263-83-7342（従業員数 451人 ）
正社員 20020- 6579921 就業場所 長野県塩尻市

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)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6610（従業員数 14人 ）
正社員 20020- 6468021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

156,200円～171,700円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6610（従業員数 14人 ）
正社員以外 20020- 6469721 就業場所 長野県塩尻市

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

自動成形機オペレーター 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

営業 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

ソフトウェア技術者 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

デイサービス管理者（施
設長）

松本ハイランド農業協同
組合

長野県松本市南松本１丁目２－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

交通誘導警備員 株式会社グローバルガー
ド

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 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

外構工事等の補助作業員 ジョウシン 長野県塩尻市下西条２４７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

製造（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

雇用期間の定めなし 定年を上限

警備職員（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

店舗スタッフ 株式会社　とをしや薬局 長野県安曇野市穂高有明１００２２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（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 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 定年を上限

介護職員初任者研修修了
者

介護職員（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 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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
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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年単位）
不問 月額換算 (1)8時15分～17時05分

149,396円～165,996円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員以外 20020- 5990021 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)8時30分～18時00分

160,000円～160,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0263-52-0286（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 6503921 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

153,000円～153,000円

TEL 0263-50-5046（従業員数 6人 ）
正社員以外 20020- 5949021 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

132,865円～132,865円

TEL 0263-26-1400（従業員数 9人 ）
正社員以外 20020- 5928421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～13時00分

1,300円～1,600円

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
パート労働者 20020- 6633621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～12時30分

1,600円～1,600円

TEL 0263-87-2280（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 6637721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～18時00分

1,000円～1,500円

TEL 0263-53-3741（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020- 6317321 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- 6491021 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

7,500円～10,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 70人 ）
パート労働者 20020- 6079021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

900円～1,200円

TEL 0263-51-5855（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020- 6131921 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1年単位）
59歳以下

950円～1,200円

TEL 0263-35-2525（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020- 6390521 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

1,125円～1,125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- 6086121 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問 (1)6時00分～12時00分

1,100円～1,100円 (2)13時00分～19時00分

TEL 0263-57-4033（従業員数 38人 ）
パート労働者 20020- 6150721 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- 6312721 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～13時00分

1,000円～1,000円 (2)14時00分～19時00分

TEL 0263-26-1400（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020- 5925821 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～1,000円

TEL 0263-26-1400（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020- 5926221 就業場所 長野県塩尻市

製造補助作業員（工場内
清掃等）

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

受付事務 百瀬医院 長野県塩尻市大門七番町１４－１６ 雇用・労災・
健康

雇用期間の定めなし キャリア形
成

一般事務≪急募≫ 株式会社　ＴＯＳＹＳ
中信支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５５３－８ 雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

介護保険請求事務 松本ハイランド農業協同
組合

長野県松本市南松本１丁目２－１６ 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

外来看護師（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

看護師、准看護師 ふるや内科クリニック 長野県塩尻市大門四番町７－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

電気工事 株式会社　赤羽電工 長野県塩尻市大字柿沢５４－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

第一種電気工事士

第二種電気工事士

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

交通誘導・駐車場警備員
（松本）《新プロジェク
ト始動》

株式会社グローバルガー
ド

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 雇用・労災 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

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

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

警備員（松本） 株式会社　ヤマタケ 長野県松本市渚４丁目１６－４ 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

仕分け作業（急募） 株式会社　丸勇青果 長野県松本市大字笹賀７６００－４１　
　松本市公設地方卸売市場内

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

ホームヘルパー 松本ハイランド農業協同
組合

長野県松本市南松本１丁目２－１６ 労災 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

介護員（デイサービス） 松本ハイランド農業協同
組合

長野県松本市南松本１丁目２－１６ 雇用・労災 介護福祉士

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職員初任者研修修了
者
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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

1,000円～1,000円

TEL 0263-50-5046（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 5951521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時30分～15時00分

930円～1,000円

TEL 0263-85-1205（従業員数 59人 ）
パート労働者 20020- 6202321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時30分～15時30分

930円～1,000円

TEL 0263-85-1205（従業員数 97人 ）
パート労働者 20020- 6214721 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～18時00分

1,000円～1,000円 (2)12時00分～18時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
パート労働者 20020- 6630521 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

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- 5920621 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

877円～940円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6610（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020- 6490121 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- 6027621 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- 6429521 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～15時30分

905円～905円 (2)15時30分～19時30分

TEL 0263-53-7564（従業員数 14人 ）
パート労働者 20020- 6396021 就業場所 長野県塩尻市

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- 6551421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時40分～13時30分

890円～890円 (2)8時40分～13時00分

TEL 0263-58-3393（従業員数 11人 ）
パート労働者 20020- 6498621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～11時30分

880円～880円 (2)7時00分～11時30分

(3)8時30分～12時00分

TEL 0263-31-0733（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020- 6379121 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40分～17時40分

170,000円～220,000円

TEL 0264-34-2511（従業員数 24人 ）
正社員 20100-  414221 就業場所 長野県塩尻市

一般事務≪急募≫ 株式会社　ＴＯＳＹＳ
中信支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５５３－８ 雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

販売員（惣菜）【デリシ
ア塩尻東店】

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

販売員（惣菜）【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

保育士（桔梗ヶ原キッズ
倶楽部）

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 保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

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

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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護兼事務職員（ケアハ
ウスなごみ）

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

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

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

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

受付業務員（ふれあいセ
ンター洗馬）

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

医療事務 有限会社　サンヘルス 長野県松本市寿中２－８－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

清掃業務（みずほの里）
（さじきの里）

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

労災

雇用期間の定めなし 不問

営業 株式会社　本山漆器店 長野県塩尻市大字木曽平沢１７６４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

6



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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