
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ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

300,000円～400,000円

TEL 0263-87-7858（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 9328521 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)7時00分～16時00分

270,000円～315,000円

TEL 0263-54-5656（従業員数 4人 ）
正社員 20020- 9379321 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

201,500円～310,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 9366021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)9時00分～18時00分

220,000円～310,000円

TEL 0263-51-0755（従業員数 19人 ）
正社員 20020- 9389921 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

240,000円～290,000円

TEL 0263-52-3321（従業員数 65人 ）
正社員 20020- 9334821 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

270,000円～282,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0263-88-5265（従業員数 13人 ）
正社員 20020- 9191721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

201,300円～281,800円 (2)9時00分～18時00分

(3)11時30分～20時30分

TEL 0263-51-6211（従業員数 22人 ）
正社員 20020- 9354321 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時15分

210,000円～280,000円

TEL 0266-46-2058（従業員数 24人 ）
正社員 20020- 9273421 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

197,000円～265,000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- 9261721 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00分～17時00分

214,000円～264,000円

TEL 0263-86-8722（従業員数 18人 ）
正社員 20020- 9275621 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

200,000円～260,000円

TEL 0263-54-4111（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 9287721 就業場所 長野県塩尻市

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

185,070円～259,700円 (2)7時00分～15時00分

TEL 0263-52-0737（従業員数 27人 ）
正社員 20020- 9236721 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

サービスエンジニア正社
員（経験者募集）

株式会社　しなのマシナ
リー

長野県塩尻市大字広丘野村１９７５

伐採作業員（経験者） 株式会社　秀健 長野県塩尻市大字宗賀１１５６番地３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

環境活動業務【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

総合営業職（貿易関係） 柴又運輸　株式会社　松
本営業所

長野県塩尻市大字広丘野村字角前１９１１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

理学療法士・作業療法士
（中村病院、介護医療
院）

医療法人　元山会　中村
病院　ロングライフ塩尻

介護医療院　えんらいふ

長野県塩尻市広丘高出１６１４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

理学療法士

作業療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

小児科・皮膚科クリニッ
クの看護師（正職員）

しおはら小児科・皮膚科
クリニック

長野県塩尻市大字広丘郷原１７６２－３２１ 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

特別養護老人ホームの
【介護職】

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル塩
尻

長野県塩尻市大門八番町９番１０号 雇用・労災・
健康・厚生

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

品質管理 信陽　株式会社 長野県塩尻市大字北小野２０２７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護助手（ケアワー
カー）

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

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

大型トラック運転手≪急
募≫（主要業務　建設重
機輸送）

株式会社　新川重機 長野県塩尻市大字広丘吉田３１８２ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

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

歯科衛生士 医療法人　内川歯科医院 長野県塩尻市大字広丘野村２１１５ 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

製品粉砕行程運転・運搬 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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ショベルローダー等運転
技能者　車両系建設機械
（整地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能者

℡ 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５月２６日発行 （５月１８日～５月２４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- 9126221 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30分～17時00分

200,000円～250,000円

TEL 0263-87-7858（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 9329421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
60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 ）
正社員以外 20020- 9353421 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
35歳以下 (1)7時00分～16時00分

203,000円～250,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0263-85-1205（従業員数 50人 ）
正社員 20020- 9419621 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
44歳以下 (1)8時20分～17時20分

190,000円～230,000円

TEL 0263-31-0030（従業員数 86人 ）
正社員 20020- 9186521 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)8時20分～17時20分

190,000円～230,000円

TEL 0263-31-0030（従業員数 86人 ）
正社員 20020- 9187421 就業場所 長野塩尻市

月給
64歳以下 (1)8時15分～17時05分

180,000円～230,000円

TEL 0263-52-1100（従業員数 35人 ）
正社員 20020- 9332021 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

173,910円～205,530円

TEL 0263-88-5763（従業員数 8人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 9365121 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)5時00分～14時00分

200,500円～200,500円

TEL 0263-58-0122（従業員数 81人 ）
正社員 20020- 9132721 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～200,500円

TEL 0263-58-0122（従業員数 81人 ）
正社員 20020- 9135521 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

190,000円～200,000円

TEL 0266-44-5353（従業員数 10人 ）
正社員 20020- 9133821 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

181,280円～189,520円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 9338321 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

180,400円～188,600円

TEL 0263-31-3846（従業員数 0人 ）
正社員以外 20020- 9170321 就業場所 長野県塩尻市

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

154,800円～182,750円

TEL 0263-24-2351（従業員数 23人 ）
正社員 20020- 9318221 就業場所 長野県塩尻市ほか

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

154,800円～182,750円

TEL 0263-24-2351（従業員数 23人 ）
正社員以外 20020- 9320321 就業場所 長野県塩尻市ほか

日給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

154,800円～182,750円

TEL 0263-24-2351（従業員数 23人 ）
正社員以外 20020- 9322921 就業場所 長野県塩尻市ほか

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

サービスエンジニア正社
員

株式会社　しなのマシナ
リー

長野県塩尻市大字広丘野村１９７５ 雇用・労災・
健康・厚生

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）【急募】〈６０歳
以上専用求人〉

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 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

販売員（正社員） 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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

営業 城北工業　株式会社　長
野工場

長野県塩尻市片丘９８２８－２１　塩尻イン
ター林間工業団地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

板金加工機械オペレー
ター

城北工業　株式会社　長
野工場

長野県塩尻市片丘９８２８－２１　塩尻イン
ター林間工業団地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

購買（生産部） カンリウ工業　株式会社 長野県塩尻市大字広丘野村１５２６－１ 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

調達業務 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

トラック運転手（日勤食
品ドライバー）

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

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業事務員募集 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

し尿、浄化槽の収集等運
転作業員≪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

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

梱包・出荷準備《急募》 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

ＮＣ旋盤加工及びマシニ
ング加工の機械オペレー
ター

株式会社　シンリアル 長野県塩尻市広丘野村２２１０　２Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

警備員【松本】（公共工
事及びイベント）≪急募
≫

株式会社　トスネット上
信越　松本営業所

長野県松本市大字笹賀８１５５番地
ウェルズ２１杉山Ｃ号室

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

トラック運転手（軽・２
ｔ）及び交通誘導≪急募
≫

株式会社　トスネット上
信越　松本営業所

長野県松本市大字笹賀８１５５番地
ウェルズ２１杉山Ｃ号室

雇用・労災・
健康・厚生

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

警備員【松本】【６０歳
以上専用求人】

株式会社　トスネット上
信越　松本営業所

長野県松本市大字笹賀８１５５番地
ウェルズ２１杉山Ｃ号室

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進
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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～18時00分

150,000円～170,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0263-58-2474（従業員数 11人 ）
正社員 20020- 9301521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時15分～17時00分

168,000円～168,000円

TEL 0263-72-7360（従業員数 6人 ）
正社員以外 20020- 9351221 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30分～17時10分

149,808円～153,736円

TEL 0263-52-7588（従業員数 14人 ）
正社員以外 20020- 9271221 就業場所 長野県塩尻市

日給
18歳以上 (1)23時30分～4時30分

5,000円～8,500円

TEL 0263-50-5152（従業員数 52人 ）
パート労働者 20020- 9324021 就業場所 長野県塩尻市 厚生

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～18時00分

1,500円～1,640円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0263-88-5265（従業員数 13人 ）
パート労働者 20020- 9192821 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)8時00分～17時00分

8,000円～12,000円

TEL 0263-26-2268（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020- 9355621 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

1,330円～1,430円 (2)9時00分～13時00分

TEL 0263-36-2671（従業員数 36人 ）
パート労働者 20020- 9411121 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)9時00分～17時50分

1,050円～1,100円

TEL 0263-53-0851（従業員数 46人 ）
パート労働者 20020- 9158721 就業場所 長野県塩尻市

時給
60歳以上 (1)9時00分～17時50分

1,050円～1,100円

TEL 0263-53-0851（従業員数 46人 ）
パート労働者 20020- 9224621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時45分～12時30分

900円～1,100円 (2)15時00分～18時00分

TEL 0263-51-0333（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020- 9359721 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 (1)9時30分～13時00分

900円～1,050円

TEL 0263-47-8943（従業員数 1人 ）
パート労働者 20020- 9203821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時30分～12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- 9265421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～16時00分

880円～950円 (2)9時00分～16時00分

TEL 0266-46-2103（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020- 9278021 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)9時00分～13時00分

880円～950円 (2)16時00分～18時00分

TEL 0263-52-1160（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020- 9393521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

930円～930円

TEL 0263-52-0329（従業員数 27人 ）
パート労働者 20020- 9127521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

900円～900円

TEL 0263-86-1428（従業員数 11人 ）
パート労働者 20020- 9262821 就業場所 長野県塩尻市

医療事務 医療法人　清水外科胃腸
科医院

長野県塩尻市広丘吉田２９４－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

青果物積込み要員 株式会社　ＪＡアグリ
エール長野
　　　　　　あづみ営業
所

長野県安曇野市堀金三田３３６０－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

フォークリフト運転技能
者

中型自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

組立・半田付・検査等 丸栄工業　有限会社 長野県塩尻市大字宗賀字平出　７１－５２２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

トラック乗務員 中村陸送　株式会社　塩
尻営業所

長野県塩尻市大字広丘高出１９６５－１ 労災 中型自動車免許

８トン限定中型自動車免
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

小児科・皮膚科クリニッ
クの看護師（パート）

しおはら小児科・皮膚科
クリニック

長野県塩尻市大字広丘郷原１７６２－３２１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

警備員（大手配送セン
ター）【急募】〈６０歳
以上専用求人〉

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

雇用期間の定めなし 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

通所介護看護師＜塩尻き
きょう＞

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 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

プリント基板の製造補助
【急募】

有限会社　イトウプリン
ト

長野県塩尻市大字片丘４８７８－６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

プリント基板の製造補助
【急募】〈６０歳以上専
用求人〉

有限会社　イトウプリン
ト

長野県塩尻市大字片丘４８７８－６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

看護助手 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

日常清掃　広丘野村店舗 株式会社クリーンライフ 長野県松本市島立２２３７－４４ 労災 ビルクリーニング技能士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

精密機械加工 有限会社　遠藤製作所 長野県塩尻市大字北小野２０２番地６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

薬の販売及び調剤補助 有限会社　立石薬局 長野県塩尻市大門三番町１番３号 雇用・労災 登録販売者（一般医薬
品）

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

釣竿製造に関わる軽作業 株式会社コーシン 長野県塩尻市大字広丘吉田３２８－６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問
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