
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）

不問 (1)8時00分～17時00分

350,000円～470,000円

TEL 0263-51-6580（従業員数 8人 ）
正社員 20020- 7424321 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

370,000円～400,000円

TEL 0263-52-9538（従業員数 11人 ）
正社員 20020- 7511421 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

254,604円～337,880円

TEL 0263-98-5761（従業員数 109人 ）
正社員 20020- 7265621 就業場所 長野県塩尻市ほか

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 41人 ）
正社員 20020- 7331721 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

225,950円～283,000円

TEL 0263-98-5761（従業員数 109人 ）
正社員 20020- 7266921 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

225,950円～283,000円

TEL 0263-98-5761（従業員数 109人 ）
正社員 20020- 7267121 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

192,000円～282,000円

TEL 0263-51-1128（従業員数 4人 ）
正社員 20020- 7302621 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10分

202,900円～266,400円

TEL 0263-98-5761（従業員数 134人 ）
正社員 20020- 7264321 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
18歳～59歳 月額換算 (1)8時15分～17時15分

225,072円～266,246円 (2)20時15分～5時00分

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 7218721 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳～59歳 月額換算 (1)8時15分～17時15分

221,210円～263,290円 (2)17時00分～2時00分

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 7217021 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

180,000円～260,000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- 7297321 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

213,840円～255,640円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-38-7020（従業員数 15人 ）
正社員以外 20020- 7304121 就業場所 長野県塩尻市ほか

雇用・労災・
健康・厚生

２級建築施工管理技士

二級建築士

雇用期間の定めなし 不問

所在地・就業場所

建築現場代理人【建築施
工管理】【急募】

株式会社　誠栄建設 長野県塩尻市大字広丘野村２０５０－１４

建設現場での施工管理 株式会社　フルハタ 長野県塩尻市大字広丘郷原５８２－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

１級建築施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業〈正社員・ノルマな
し〉　未経験者も活躍中
営業

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

重機オペレーター（木材
加工）

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

内勤営業 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

設計開発 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

看護職 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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

生産管理 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

製品の仕上げ・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 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 法令の規定
により年齢
制限がある

警備職員　幹部候補【ト
ライアル／就職氷河期世
代歓迎求人】

株式会社　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

警備員（簡易信号のオペ
レーター）

株式会社　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

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

℡ 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２１日発行 （４月１３日～４月２０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30分

195,000円～250,000円

TEL 0263-51-1128（従業員数 2人 ）
正社員 20020- 7513621 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00分

195,000円～240,000円

TEL 0263-52-1903（従業員数 21人 ）
正社員 20020- 7381821 就業場所 長野県塩尻市

日給 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 ）
正社員以外 20020- 7300421 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 交替制あり
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～230,000円 (2)6時00分～15時00分

TEL 0263-52-9506（従業員数 23人 ）
正社員 20020- 7219821 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

170,000円～230,000円

TEL 0266-46-2310（従業員数 45人 ）
正社員 20020- 7469021 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～230,000円

TEL 0266-46-2310（従業員数 45人 ）
正社員 20020- 7470221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
36歳以下 (1)8時30分～17時00分

188,200円～223,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)8時30分～15時00分

TEL 0263-58-3620（従業員数 22人 ）
正社員 20020- 7426921 就業場所 長野県塩尻市 給付

月給 変形（1ヶ月単位）
39歳以下 (1)9時00分～17時45分

218,000円～218,000円

TEL 0263-86-8940（従業員数 17人 ）
正社員 20020- 7389021 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

210,200円～214,500円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 7260821 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)9時00分～18時10分

209,000円～209,000円 (2)16時00分～1時10分

(3)0時00分～9時10分

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 7213321 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

174,100円～201,600円

TEL 0263-98-5761（従業員数 109人 ）
正社員 20020- 7269721 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

180,000円～200,000円

TEL 0263-52-2229（従業員数 10人 ）
正社員 20020- 7199221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時30分

160,000円～200,000円

TEL 0263-54-8185（従業員数 4人 ）
正社員以外 20020- 7520621 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40分

192,280円～192,280円

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 7212421 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20分～17時00分

175,000円～190,000円

TEL 0263-52-1903（従業員数 21人 ）
正社員 20020- 7379921 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- 7261221 就業場所 長野県塩尻市

ケアマネージャー（介護
支援専門員）

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

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

機械工（ＮＣ旋盤）【経
験者】

有限会社　青山製作所 長野県塩尻市大字塩尻町６１１－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

警備員スタッフ（中信地
区）

株式会社　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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

法令の規定
により年齢
制限がある

プラスチック製品の射出
成形作業

有限会社　丸山化成 長野県塩尻市大字片丘９８２８番地１２　（今
泉南テクノヒルズ産業団地）

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

検査業務 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

生産管理 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 定年を上限

営業職 橋本産業株式会社　松本
営業所

長野県塩尻市広丘吉田道西７００－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の保安関係資格

液化石油ガス設備士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ルートセールス≪急募≫ 株式会社　ユニマットラ
イフ　松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６４２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

保健師（育児休業等代替
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

半導体製品の製造 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

事務 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

日商簿記３級

雇用期間の定めなし キャリア形
成

眼科クリニック受付、医
療事務

医療法人　象先堂　田村
眼科医院

長野県塩尻市大門五番町６－１９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務員 株式会社　電化のツカダ 長野県塩尻市大字広丘原新田５７１－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

半導体製品の目視検査 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

機械工（ＮＣ旋盤）【未
経験者】

有限会社　青山製作所 長野県塩尻市大字塩尻町６１１－１ 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

市民課窓口専門員 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

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～12時30分

1,300円～1,500円 (2)14時00分～18時00分

TEL 0263-53-5050（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 7414521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,000円～1,500円

TEL 0263-54-8185（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 7522121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～12時30分

1,400円～1,400円

TEL 0263-87-2280（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 7341221 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- 7298621 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問 (1)8時30分～12時30分

1,100円～1,300円 (2)14時00分～18時00分

TEL 0263-53-5050（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 7413221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,030円～1,280円

TEL 0263-51-1128（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 7512321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)14時00分～18時00分

950円～1,000円 (2)15時00分～19時00分

TEL 0263-51-2630（従業員数 30人 ）
パート労働者 20020- 7368421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時30分

950円～950円 (2)9時00分～15時00分

TEL 0263-37-5670（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020- 7336321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

930円～930円

TEL 0263-85-1050（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 7281921 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- 7262521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～12時00分

900円～900円 (2)13時30分～17時30分

TEL 0263-53-2253（従業員数 30人 ）
パート労働者 20020- 7197721 就業場所 長野県塩尻市

歯科衛生士 かわしま歯科医院 長野県塩尻市大字大門６８－８ 労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 不問

工事補助 株式会社　電化のツカダ 長野県塩尻市大字広丘原新田５７１－１６ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

臨床検査技師 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

臨床検査技師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

警備スタッフ（中信） 株式会社　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

歯科助手 かわしま歯科医院 長野県塩尻市大字大門６８－８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

訪問介護員 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 労災 介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 不問

ホームヘルパー２級

宅急便の梱包・発送作業
（短時間）

ヤマト運輸　株式会社
松本法人営業支店

長野県塩尻市大字広丘野村字角前１８７５－１ 雇用・労災 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

病院内清掃（桔梗ヶ原病
院）

株式会社　コンフォール 長野県松本市沢村３丁目４－４７　コンフォー
ル沢村ビル

雇用・労災・
健康

雇用期間の定めなし 不問

給食調理員 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ヶ月未満）

不問

一般事務（福祉課）【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

野菜の収穫 株式会社　中野ファーム 長野県塩尻市大字塩尻町１０７番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ハローワークインターネットサービス

★来週の週間ホット求人情報はお休みとなります。

次回は、連休明け５/１２に発行の予定です。

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

「ハローワークインターネットサービス」で

求人検索ができます。ご利用ください。
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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
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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
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