
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00分～17時00分

249,000円～372,000円

TEL 0263-86-6001 （従業員数 15人 ）
正社員 20020- 6710521 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

170,000円～370,000円

TEL 0263-54-6622 （従業員数 9人 ）
正社員 20020- 6732721 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

250,000円～350,000円

TEL 0263-52-7603 （従業員数 7人 ）
正社員 20020- 7003621 就業場所 長野県塩尻市

日給
18歳～44歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

184,000円～345,000円

TEL 0263-54-3827 （従業員数 4人 ）
正社員 20020- 6665321 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

161,250円～322,500円

TEL 0263-55-8067 （従業員数 2人 ）
正社員 20020- 6862821 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

216,000円～312,000円

TEL 090-2052-2680（従業員数 4人 ）
正社員 20020- 6806421 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

300,000円～300,000円

TEL 0263-86-6001 （従業員数 15人 ）
正社員 20020- 6711421 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

200,000円～300,000円

TEL 0263-85-4690 （従業員数 3人 ）
正社員 20020- 6777221 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30分

200,000円～300,000円

TEL 0263-54-5200 （従業員数 6人 ）
正社員 20020- 7151621 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

198,000円～297,000円

TEL 090-6920-2967（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 6920321 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)8時40分～17時20分

200,000円～254,000円

TEL 0263-59-7008 （従業員数 39人 ）
正社員 20020- 7127921 就業場所 長野県塩尻市 拠出・給付

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

231,000円～251,000円

TEL 0263-31-3772 （従業員数 38人 ）
正社員 20020- 6849421 就業場所 長野県塩尻市

看護職（ウィズ塩尻） 株式会社　ソーシャル・
ネットワーク

長野県松本市並柳１－１６－２４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 キッセイ商事　株式会社 長野県松本市平田東２－１－１ 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 Ｒ－Ｗｏｒｋｓ 長野県塩尻市大字広丘吉田７２０番地６ 雇用・労災・
その他

雇用期間の定めなし 不問

現場代理人及び配管設備
工

有限会社　ロータリー技
工

長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－８７ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の建築技術関係資
格

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科衛生士 宮下歯科医院 長野県塩尻市広丘吉田３１３６ 雇用・労災・
健康

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築営業 サカイ創建　株式会社
信州支店

長野県塩尻市大字広丘吉田３９２－１　（信州
健康ランド南隣・中央道塩尻北ＩＣ入口　直
前）

雇用・労災・
健康・厚生

宅地建物取引士（旧：宅
地建物取引主任者）

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築土木・外構工事 希総業 長野県東筑摩郡麻績村麻３８２９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

建築塗装作業員 樹塗装店 長野県塩尻市大字広丘高出２２１０－４１ 雇用・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

電気設備 株式会社小川電気 長野県塩尻市大字柿沢２６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

現場管理・作業員 株式会社　ナガタキ 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４５－３４０ 雇用・労災・
健康・厚生

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

受付事務 医療法人　廣友会　ひろ
矯正歯科

長野県塩尻市大字広丘野村１６５８－２３ 雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

雇用・労災・
健康・厚生

２級建築施工管理技士

１級建築施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

現場管理 サカイ創建　株式会社
信州支店

長野県塩尻市大字広丘吉田３９２－１　（信州
健康ランド南隣・中央道塩尻北ＩＣ入口　直
前）

℡ 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１４日発行 （４月６日～４月１２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

210,000円～250,000円

TEL 0263-51-1700 （従業員数 56人 ）
正社員 20020- 6779421 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

170,000円～250,000円

TEL 0263-54-2478 （従業員数 5人 ）
正社員 20020- 6936521 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時50分～18時20分

185,000円～250,000円

TEL 0263-53-0373 （従業員数 1人 ）
正社員 20020- 7082821 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～17時00分

200,500円～250,000円

TEL 0263-58-0122 （従業員数 83人 ）
正社員 20020- 7102121 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30分

160,000円～250,000円

TEL 0263-53-3393 （従業員数 40人 ）
正社員 20020- 7137021 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30分

160,000円～250,000円

TEL 0263-53-3393 （従業員数 40人 ）
正社員 20020- 7138721 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

228,400円～244,800円

TEL 0263-88-2091 （従業員数 1人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 7057821 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

185,000円～240,000円

TEL 0263-51-1700 （従業員数 56人 ）
正社員 20020- 6780921 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)8時15分～17時15分

195,000円～240,000円

TEL 0263-52-0626 （従業員数 261人 ）
正社員 20020- 7088921 就業場所 長野県塩尻市 給付

時給 交替制あり
64歳以下 月額換算 (1)8時15分～17時15分

230,720円～230,720円 (2)20時15分～5時15分

TEL 0263-50-7380 （従業員数 10人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6950821 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

212,160円～228,480円 (2)14時30分～23時30分

TEL 0263-88-2091 （従業員数 1人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 7059521 就業場所 長野県塩尻市 厚生

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時15分～17時15分

227,360円～227,360円

TEL 0263-50-7380 （従業員数 8人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6951221 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時15分～17時15分

227,360円～227,360円

TEL 0263-50-7380 （従業員数 8人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6953421 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時15分～17時15分

227,360円～227,360円

TEL 0263-50-7380 （従業員数 8人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6955621 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)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- 6962321 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

221,520円～221,520円 (2)20時30分～5時30分

TEL 0263-51-5553 （従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 7148221 就業場所 長野県塩尻市

印刷機のオペレーター補
助

株式会社　パワーネッ
ト・フィールド

長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

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

鋳造製品の検査・修正 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

鋳造製品の検査・修正の
補助業務

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

砂の検査業務及び付帯業
務

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

材料投入業務 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

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

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 定年を上限

機械加工した製品（鋳
物）の外観・寸法チェッ
ク

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

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

支援相談員 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

社会福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

鋳造型のパーツ製造及び
メンテナンス

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

機械設計（車体ボデー架
装、除雪装置）

株式会社　アイバワ－ク
ス

長野県塩尻市片丘９６３７－２　塩尻インター
林間工業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

溶接・架装組立・金属塗
装・木工

株式会社　アイバワ－ク
ス

長野県塩尻市片丘９６３７－２　塩尻インター
林間工業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

配車係補助 松本運送　株式会社 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
者雇用期間の定めなし 定年を上限

運行管理者（貨物）

配管作業及び現場管理 有限会社　塩尻設備 長野県塩尻市広丘高出１９３２一７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

２級管工事施工管理技士

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

車両系建設機械（整地・運
搬・積込用及び掘削用）運
転技能者　その他の土木・
舗装・線路工事関係資格

美容師 美容室Ａｍｏｌｉｒ 長野県塩尻市堅石２１４６－７４２ 雇用・労災 美容師

雇用期間の定めなし 不問

言語聴覚士 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

言語聴覚士

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00分～17時05分

221,520円～221,520円

TEL 0263-51-5553 （従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 7152921 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

168,000円～218,400円

TEL 0263-53-5382 （従業員数 19人 ）
正社員 20020- 6740721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時45分～20時15分

190,000円～210,000円 (2)8時30分～14時30分

TEL 0263-51-5160 （従業員数 7人 ）
正社員 20020- 6985521 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

190,080円～207,360円

TEL 0263-88-2091 （従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 7055021 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

190,080円～207,360円

TEL 0263-88-2091 （従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 7056721 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

200,500円～200,500円

TEL 0263-58-0122 （従業員数 83人 ）
正社員 20020- 7100621 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

182,700円～197,925円

TEL 0263-88-2091 （従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 7027321 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

190,000円～190,000円

TEL 0263-54-6622 （従業員数 9人 ）
正社員 20020- 6730121 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問 (1)7時30分～16時00分

151,634円～180,619円 (2)9時30分～18時00分

TEL 0263-86-3000 （従業員数 56人 ）
正社員以外 20020- 6725821 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

160,000円～180,000円

TEL 0263-52-4152 （従業員数 16人 ）
正社員 20020- 6793221 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

178,000円～178,000円

TEL 0263-51-5553 （従業員数 16人 ）
正社員 20020- 7147821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)9時00分～18時00分

147,000円～175,200円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-51-5022 （従業員数 20人 ）
正社員 20020- 7159421 就業場所 長野県塩尻市 給付

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

164,424円～164,424円

TEL 0263-51-5553 （従業員数 280人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 6882321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)7時50分～16時50分

163,200円～163,200円

TEL 0263-52-0049 （従業員数 106人 ）
正社員以外 20020- 6911321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時00分～18時00分

890円～1,500円 (2)12時00分～20時00分

TEL 0263-53-8233 （従業員数 7人 ）
パート労働者 20020- 6857421 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)15時00分～20時00分

1,000円～1,400円

TEL 0263-51-5160 （従業員数 7人 ）
パート労働者 20020- 6988621 就業場所 長野県塩尻市

歯科衛生士 清水歯科クリニック 長野県塩尻市広丘野村２１８３ 雇用・労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 不問

接客・調理補助　≪急募
≫

ほっとしてざわ 長野県塩尻市大門八番町９－１　塩尻駅構内 労災

雇用期間の定めなし 不問

郵便・荷物外務業務 日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 雇用・労災・
健康・厚生

自動二輪車免許

原動機付自転車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

シリコンゴム部品の製造 株式会社　パワーネッ
ト・フィールド

長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

施設受付業務　＜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 法令の規定
により年齢
制限がある

営業事務（請求書作成・
給与計算など）

株式会社　パワーネッ
ト・フィールド

長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

出荷事務 南興セラミックス　株式
会社　塩尻工場

長野県塩尻市宗賀牧野３６６１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

長野県公立学校事務職員
（校用業務員）

長野県田川高等学校 長野県塩尻市大字広丘吉田２６４５ 雇用・労災・
健康・厚生

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

歯科衛生士 医療法人　廣友会　ひろ
矯正歯科

長野県塩尻市大字広丘野村１６５８－２３ 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

製造・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

トラック運転手（大型）
≪急募≫

松本運送　株式会社 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
者雇用期間の定めなし 定年を上限

検査 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

機械オペレーター 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

歯科衛生士 清水歯科クリニック 長野県塩尻市広丘野村２１８３ 雇用・労災・
その他

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 不問

機械オペレーター
【土日休み】【事前見学
可】

有限会社　エイシン 長野県塩尻市大字洗馬１３５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療機器の検査及び梱
包・出荷

株式会社　パワーネッ
ト・フィールド

長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 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

時給
59歳以下

1,000円～1,300円

TEL 0263-53-5382 （従業員数 19人 ）
パート労働者 20020- 6741821 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- 7014721 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
18歳以上 (1)6時30分～9時00分

900円～1,158円 (2)0時00分～9時00分

(3)17時00分～21時59分

TEL 0263-52-3994 （従業員数 12人 ）
パート労働者 20020- 6742221 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)0時00分～9時00分

900円～1,150円 (2)9時00分～16時00分

(3)16時00分～22時00分

TEL 0263-52-3994 （従業員数 17人 ）
パート労働者 20020- 6738621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時00分～19時00分

900円～1,100円 (2)10時00分～17時00分

TEL 0263-52-0446 （従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 6843121 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～16時30分

900円～1,000円

TEL 0263-58-4326 （従業員数 16人 ）
パート労働者 20020- 7009221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～14時00分

900円～950円 (2)11時00分～17時00分

TEL 0263-52-1895 （従業員数 12人 ）
パート労働者 20020- 7007721 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～14時00分

900円～950円

TEL 0263-52-1895 （従業員数 12人 ）
パート労働者 20020- 7010621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時20分～8時20分

900円～900円 (2)15時30分～17時30分

TEL 0263-52-0049 （従業員数 106人 ）
パート労働者 20020- 6916721 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)10時50分～19時50分

900円～900円 (2)11時20分～20時20分

TEL 0263-52-0049 （従業員数 106人 ）
パート労働者 20020- 6925721 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)6時50分～15時50分

900円～900円 (2)11時20分～20時20分

TEL 0263-52-0049 （従業員数 106人 ）
パート労働者 20020- 6932021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～12時30分

900円～900円

TEL 0263-54-6168 （従業員数 340人 ）
パート労働者 20020- 7135921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

880円～880円 (2)9時00分～15時15分

(3)9時00分～12時00分

TEL 0263-86-3933 （従業員数 95人 ）
パート労働者 20020- 6841621 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)9時30分～14時00分

880円～880円 (2)14時00分～20時00分

TEL 0263-53-2818 （従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 6897521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

880円～880円

TEL 0263-53-2818 （従業員数 10人 ）
パート労働者 20020- 6898421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時30分

880円～880円

TEL 0263-53-2253 （従業員数 30人 ）
パート労働者 20020- 6956921 就業場所 長野県塩尻市

野菜の出荷業務 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

クリーニング品の仕上げ
及び包装スタッフ

有限会社　クリーニング
昭和塩尻

長野県塩尻市大字広丘堅石２１４５－３６２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

クリーニングの受渡し業
務（ツルヤ広丘店）

有限会社　クリーニング
昭和塩尻

長野県塩尻市大字広丘堅石２１４５－３６２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

製造作業（食品） 株式会社　ピックルス
コーポレーション長野

長野県塩尻市大字広丘吉田１７１０番地 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

荷物の仕分作業員 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 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

郵便、郵便業務全般
（シフト勤務）

日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便、郵便業務全般
（シフト勤務）

日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便、郵便業務全般
（区分業務）

日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

牛乳パンの製造 有限会社　中村屋パン店 長野県塩尻市大門七番町８－３ 労災

雇用期間の定めなし 不問

パンの販売 有限会社　中村屋パン店 長野県塩尻市大門七番町８－３ 労災

雇用期間の定めなし 不問

保育士 社会福祉法人　みのむし
学園　よしだ保育園

長野県塩尻市広丘吉田４９８－２ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

店頭接客販売　≪急募≫ 有限会社　十字屋商店 長野県塩尻市大字洗馬２６９８番地 労災

雇用期間の定めなし 不問

販売（コンビニエンスス
トア）

有限会社　アイ・プラン
ニング

長野県塩尻市大字広丘高出３８４－５ 労災・その他

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（コンビニエンスス
トア）

有限会社　アイ・プラン
ニング

長野県塩尻市大字広丘高出３８４－５ 労災・その他

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

職場環境改善アドバイ
ザー

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

機械オペレーター
【土日休み】【事前見学
可】

有限会社　エイシン 長野県塩尻市大字洗馬１３５ 労災

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)8時30分～15時30分

880円～880円

TEL 0263-35-3344 （従業員数 19人 ）
パート労働者 20020- 6998121 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)7時00分～11時45分

877円～877円 (2)7時00分～14時30分

TEL 0263-35-3344 （従業員数 15人 ）
パート労働者 20020- 6817921 就業場所 長野県塩尻市

清掃業務（塩尻市市民交
流センターえんぱーく）

株式会社　サニウェイ
松本営業所

長野県松本市白板１－９－２６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務（えんぱーく） 株式会社　サニウェイ
松本営業所

長野県松本市白板１－９－２６ 雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

相談窓口で職業相談

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。

お仕事探しは

ハローワークで！

求職申込（求職登録）

応募したい求人が決まったら

紹介状を発行します。

自宅で応募書類（履歴書、職務

経歴書など）を作成する。

（面接時に持参する場合と、先に

郵送する場合があります。）

受付へご用件をお話しください

パソコンを使って求人を検索
（ハローワークインターネットサービス）

＊求人をご覧になりたい方は、会社名、仕事の条件（職種、勤務地、勤務時間など）について

お知らせいただければ、求人票または求人一覧表をお渡しします。

＊職員と相談したい方は、相談窓口へご案内します。

＊パソコン検索したい方は、席へご案内します。（パソコン利用申込書にご記入いただきます。）

☆☆ハローワークご利用の流れ☆☆

検索後、窓口で相談したい方は、

受付へ声をかけてください。

新型コロナウイルス感染症対策として、

入室時の検温と、マスク着用をお願い

しています。
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