
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30分～18時30分

230,000円～685,000円

TEL 0263-54-6622（従業員数 2人 ）
正社員 20020- 7903221 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- 7701521 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)10時00分～19時00分

300,000円～400,000円

TEL 0263-51-5855（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 8019821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳

270,000円～380,000円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
正社員 20020- 7908921 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00分

270,000円～350,000円

TEL 0263-75-8593（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 8335521 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00分

200,000円～350,000円

TEL 0263-53-0515（従業員数 58人 ）
正社員 20020- 8555621 就業場所 長野県塩尻市

月給 フレックス
不問 (1)8時00分～19時00分

250,000円～350,000円

TEL 0263-36-6441（従業員数 1人 ）
正社員 20020- 8681521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)6時30分～15時30分

290,800円～339,800円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0263-51-6211（従業員数 22人 ）
正社員 20020- 7769221 就業場所 長野県塩尻市

日給
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

265,200円～331,500円

TEL 0263-31-6949（従業員数 5人 ）
正社員 20020- 8114021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

203,000円～330,000円

TEL 0263-54-4072（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 7773021 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- 7768821 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時15分

190,000円～320,000円

TEL 0263-86-0702（従業員数 11人 ）
正社員 20020- 7995221 就業場所 長野県塩尻市

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

所在地・就業場所

歯科技工士 有限会社エイチ・オー・
エス

長野県塩尻市広丘野村１６５８－２３

来店型店舗でのカウン
ター営業

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

製品安全関連法規制対応
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

基礎工事作業 カレント　株式会社 長野県塩尻市大字広丘野村１３７７－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

８トン限定中型自動車免
許

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 不問

大型ドライバー 有限会社　八洲ロジテッ
ク

長野県塩尻市大字広丘野村１９２３ 雇用・労災・
健康・厚生

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 法令の規定

により年齢
制限がある

サービス管理責任者 有限会社　ホーム・ケ
ア・サービス

長野県塩尻市大字大門１０７７－４８ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の福祉・介護関係
資格

雇用期間の定めなし 不問

現場管理 有限会社　塩尻建友 長野県塩尻市大字宗賀５１５４－１ 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 不問

土木工事業全般 株式会社　景観創造 長野県塩尻市大門二番町６－１１ 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

【夜勤なし】　正看護職
（正職員）

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

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

塗装営業スタッフ 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

製缶板金・機械修繕 株式会社　薗部技研 長野県塩尻市宗賀１－１　昭和電エ内 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能
者

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

８トン限定中型自動車免
許

建設業（現場管理・施工
管理）

株式会社　真陽建設 長野県塩尻市広丘吉田５４７－７ 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

２級建築施工管理技士

二級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

１級建築施工管理技士

℡ 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１２日発行 （４月２０日～５月１０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）
不問 (1)8時00分～17時00分

220,000円～320,000円

TEL 0263-53-1673（従業員数 7人 ）
正社員 20020- 8385221 就業場所 長野県塩尻市

月給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

250,000円～320,000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- 8614821 就業場所 長野県塩尻市ほか

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- 8235121 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
35歳以下 (1)8時00分～16時30分

170,000円～300,000円 (2)8時45分～17時15分

TEL 0263-35-0791（従業員数 678人 ）
正社員 20020- 7581121 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 フレックス
不問 (1)8時30分～17時15分

220,000円～300,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 7704621 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)8時00分～18時00分

185,000円～300,000円

TEL 0263-75-0350（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 7759721 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 変形（1年単位）
18歳～69歳 (1)8時30分～17時30分

270,000円～300,000円

TEL 0263-88-8926（従業員数 20人 ）
正社員 20020- 8228021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)6時00分～15時00分

230,000円～300,000円 (2)5時00分～14時00分

(3)7時00分～16時00分

TEL 0263-88-8926（従業員数 20人 ）
正社員 20020- 8236021 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時00分～17時30分

250,000円～300,000円 (2)8時30分～17時00分

TEL 0263-51-0318（従業員数 5人 ）
正社員以外 20020- 8272421 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時00分～17時30分

200,000円～300,000円

TEL 0263-51-0318（従業員数 5人 ）
正社員 20020- 8279821 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00分

180,000円～300,000円

TEL 0263-52-3185（従業員数 7人 ）
正社員以外 20020- 8514121 就業場所 長野県塩尻市

日給
35歳以下 月額換算

200,000円～300,000円

TEL 080-5142-7416（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 8540021 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

240,500円～296,000円

TEL 0263-88-5763（従業員数 8人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 7699321 就業場所 長野県塩尻市

月給
40歳以下 (1)8時10分～18時00分

246,304円～291,088円

TEL 0263-54-4778（従業員数 14人 ）
正社員 20020- 8569221 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

200,000円～290,000円

TEL 0263-52-0401（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 7592821 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

200,000円～290,000円

TEL 0263-52-0401（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 7593221 就業場所 長野県塩尻市

水道設備工事全般　≪急
募≫

成岡設備　有限会社 長野県塩尻市大字桟敷１３６－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

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

警備管理職　（幹部社
員）

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

警備員検定試験（２級）

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

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）

化学品法規制対応業務
【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

医療機関における総合事
務職（協立病院）

社会医療法人　中信勤労
者医療協会

長野県松本市巾上９番２６号　松本協立病院
内

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

トラックドライバー（中
型）【急募】

信濃陸送　株式会社　松
本本社営業所

長野県塩尻市広丘堅石３５３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

８トン限定中型自動車免
許

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気工事≪急募≫ 株式会社　小澤電気 長野県塩尻市大門８６８－２００ 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

官庁工事の監理及び建築
設計

有限会社　和建築設計事
務所

長野県塩尻市大字広丘高出字西原１９５５－
３

雇用・労災・
健康・厚生

一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

大型トラックドライバー 信濃陸送　株式会社　松
本本社営業所

長野県塩尻市広丘堅石３５３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

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

施工管理及び工事現場作
業

創成工業　株式会社 長野県塩尻市大字片丘字今泉９８２８－７ 雇用・労災・
健康・厚生

２級建築施工管理技士

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

第二種電気工事士

建築設計 有限会社　和建築設計事
務所

長野県塩尻市大字広丘高出字西原１９５５－
３

雇用・労災・
健康・厚生

一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 不問

木造建築士

Ｗｅｂアプリケーション
の設計・開発

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

型枠大工 信栄 長野県塩尻市大字広丘吉田２９０２－３４

上原貸家４号

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

配送 株式会社　青柳陶建 長野県塩尻市大字広丘高出４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

美容用品の営業（理美容
室への業務用化粧品の販
売）

株式会社　サンレア 長野県塩尻市大字広丘野村２０１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

組立 株式会社　青柳陶建 長野県塩尻市大字広丘高出４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

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

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)9時00分～18時00分

200,000円～280,000円

TEL 0263-58-2411（従業員数 15人 ）
正社員 20020- 7552421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

230,000円～280,000円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
正社員 20020- 7909121 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)3時00分～12時00分

220,000円～280,000円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
正社員 20020- 7910821 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- 7700221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

217,000円～265,300円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-52-3321（従業員数 130人 ）
正社員 20020- 8523121 就業場所 長野県塩尻市 厚生・拠出

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時30分

220,000円～260,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0000-00-0000（従業員数 0人 ）
正社員 20020- 7741721 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～18時30分

220,000円～260,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0000-00-0000（従業員数 0人 ）
正社員 20020- 7743221 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～18時30分

220,000円～260,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0000-00-0000（従業員数 0人 ）
正社員 20020- 7747621 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15分～17時05分

209,000円～259,000円

TEL 0263-52-2451（従業員数 40人 ）
正社員 20020- 7639521 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

212,000円～255,300円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-52-3321（従業員数 130人 ）
正社員 20020- 8524021 就業場所 長野県塩尻市 厚生・拠出

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時15分～17時05分

195,000円～255,000円

TEL 0263-52-2451（従業員数 40人 ）
正社員 20020- 7640321 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

205,954円～250,533円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 8076021 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

200,000円～250,000円

TEL 0263-54-2660（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 7604221 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

200,000円～250,000円

TEL 0263-54-2660（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 7880221 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30分～17時30分

165,000円～250,000円

TEL 0263-52-8216（従業員数 28人 ）
正社員 20020- 8382021 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30分～17時30分

165,000円～250,000円

TEL 0263-52-8216（従業員数 28人 ）
正社員 20020- 8384821 就業場所 長野県塩尻市

介護用品のレンタル・販
売・事務

株式会社　丸屋家具 長野県塩尻市大字広丘吉田６６４－１ 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

ドライバー（４ｔ） 有限会社　八洲ロジテッ
ク

長野県塩尻市大字広丘野村１９２３ 雇用・労災・
健康・厚生

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

大型自動車免許

ドライバー（４ｔ） 有限会社　八洲ロジテッ
ク

長野県塩尻市大字広丘野村１９２３ 雇用・労災・
健康・厚生

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 定年を上限

大型自動車免許

介護福祉士（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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

インクジェットヘッド評
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

診療放射線技師 医療法人　弘仁会　かも
いクリニック

長野県塩尻市大字広丘高出２１９９－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

診療放射線技師

雇用期間の定めなし 定年を上限

理学療法士・作業療法士 医療法人　弘仁会　かも
いクリニック

長野県塩尻市大字広丘高出２１９９－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

理学療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＮＣ旋盤工（段取り・プ
ログラム経験者）

株式会社　東陽 長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－５　ア
ルプス工業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師 医療法人　弘仁会　かも
いクリニック

長野県塩尻市大字広丘高出２１９９－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業（切削工具） 株式会社　東陽 長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－５　ア
ルプス工業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士（ロングライ
フ塩尻）

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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師 株式会社　オフィスＰｄ
ｊ

長野県塩尻市大門一番町１２－２
塩尻市市民交流センター５０３号

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

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

電気・制御設計（Ｉ・Ｕ
ターン併用求人）

株式会社　サン・ブライ
ト

長野県塩尻市宗賀平出６７－１ 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

作業療法士及び理学療法
士

株式会社　オフィスＰｄ
ｊ

長野県塩尻市大門一番町１２－２
塩尻市市民交流センター５０３号

雇用・労災・
健康・厚生

作業療法士

理学療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

装置の組立・配線業務及
び調整・検査業務　≪急
募≫

株式会社　サン・ブライ
ト

長野県塩尻市宗賀平出６７－１ 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
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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年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時15分

180,000円～250,000円

TEL 0263-58-2829（従業員数 21人 ）
正社員 20020- 8536521 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

180,000円～250,000円

TEL 0263-52-1585（従業員数 80人 ）
正社員 20020- 8539621 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

210,000円～250,000円

TEL 0263-52-1585（従業員数 80人 ）
正社員 20020- 8542821 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

210,000円～250,000円

TEL 0263-52-1585（従業員数 80人 ）
正社員 20020- 8545421 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

180,000円～250,000円

TEL 0263-52-1585（従業員数 80人 ）
正社員 20020- 8547621 就業場所 長野県塩尻市

月給
40歳以下 (1)10時30分～20時00分

160,000円～250,000円 (2)9時30分～19時00分

TEL 0263-29-0700（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 8630821 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時30分～17時30分

183,500円～249,500円

TEL 0263-86-0891（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 8324721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
62歳以下 (1)8時30分～17時30分

183,500円～249,500円

TEL 0263-86-0891（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 8325821 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)8時15分～17時15分

199,200円～248,000円 (2)5時00分～14時00分

(3)15時00分～0時00分

TEL 0263-52-0626（従業員数 261人 ）
正社員 20020- 8044821 就業場所 長野県塩尻市 給付

月給
64歳以下 (1)9時15分～17時00分

180,000円～240,000円

TEL 0263-36-5483（従業員数 32人 ）
正社員 20020- 7559821 就業場所 長野県塩尻市ほか 拠出

月給
64歳以下 (1)9時15分～17時00分

180,000円～240,000円

TEL 0263-36-5483（従業員数 32人 ）
正社員 20020- 7560421 就業場所 長野県塩尻市ほか 拠出

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～240,000円

TEL 0263-52-1585（従業員数 80人 ）
正社員 20020- 8544521 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

189,720円～237,150円

TEL 0263-88-5763（従業員数 8人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 8190221 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～236,500円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-35-9440（従業員数 47人 ）
正社員以外 20020- 8389621 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～230,000円

TEL 0263-52-1585（従業員数 80人 ）
正社員 20020- 8541721 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳～64歳 月額換算 (1)8時15分～17時15分

227,360円～227,360円 (2)17時00分～2時00分

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 7967021 就業場所 長野県塩尻市

システムキッチンの製造 株式会社　二木製作所 長野県塩尻市大字広丘吉田１０９６ 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

自動旋盤技術職 株式会社　栄光製作所 長野県塩尻市広丘郷原１０００－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

カメラ部品の納品管理 株式会社　栄光製作所 長野県塩尻市広丘郷原１０００－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

切削工具加工職 株式会社　栄光製作所 長野県塩尻市広丘郷原１０００－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

品質管理職 株式会社　栄光製作所 長野県塩尻市広丘郷原１０００－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 長野喜楽鉱業　株式会社 長野県塩尻市大字広丘吉田２９０２－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めなし キャリア形
成

エステティシャン 株式会社　ユニティープ
ラス

長野県松本市井川城２丁目５－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

自動車エンジン部品（鋳
造）の製造工程スタッフ

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 法令の規定
により年齢
制限がある

大型ドライバー 長野喜楽鉱業　株式会社 長野県塩尻市大字広丘吉田２９０２－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めなし 定年を上限

商工会議所共済・福祉制
度推進スタッフ※松本、
塩尻

アクサ生命保険　株式会
社　松本営業所

長野県松本市中央１－２３－１　松本商工会
館２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

商工会議所共済・福祉制
度推進スタッフ※松本、
塩尻

アクサ生命保険　株式会
社　松本営業所

長野県松本市中央１－２３－１　松本商工会
館２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

試作・評価業務 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

部品検査員 株式会社　栄光製作所 長野県塩尻市広丘郷原１０００－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動旋盤加工職 株式会社　栄光製作所 長野県塩尻市広丘郷原１０００－６ 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 有限会社　サービス長野 長野県松本市中条２－１５
メゾン・ド・ロワール２０１

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

自動車部品の製造オペ
レーター　【ヤマトイン
テック】

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
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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 交替制あり
18歳～64歳 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- 7968721 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳～64歳 月額換算 (1)8時15分～17時15分

227,360円～227,360円 (2)20時15分～5時15分

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 7970421 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- 8182221 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 月額換算 (1)17時00分～2時00分

190,080円～224,640円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 8130021 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

186,280円～224,240円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 8109521 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

180,000円～220,000円

TEL 0263-54-2660（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 7881521 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～59歳 月額換算 (1)5時00分～14時00分

181,040円～219,000円 (2)14時30分～23時30分

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 8111621 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

178,040円～216,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 8110321 就業場所 長野県塩尻市

日給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

168,480円～214,704円 (2)9時00分～18時00分

(3)20時00分～4時00分

TEL 0263-50-5242（従業員数 18人 ）
正社員 20020- 7915621 就業場所 長野県塩尻市ほか

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- 8592221 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

146,880円～212,160円

TEL 0263-53-2684（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 7618121 就業場所 長野県塩尻市 厚生

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

170,996円～209,195円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 8070521 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

170,600円～208,720円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 8075121 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

165,300円～207,800円 (2)9時00分～17時30分

(3)9時45分～18時15分

TEL 0263-53-5000（従業員数 60人 ）
正社員以外 20020- 7613521 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

189,720円～205,530円

TEL 0263-88-5763（従業員数 8人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 8194621 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15分～17時05分

170,000円～204,000円

TEL 0263-52-2451（従業員数 40人 ）
正社員 20020- 7854721 就業場所 長野県塩尻市 拠出

自動車部品の造形　【ヤ
マトインテック】

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

測定検査 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

鋳物製品の製造　【ヤマ
トインテック】

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

フォークリフト業務 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

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

製造 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

法令の規定
により年齢
制限がある

鉄類の溶解 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

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

介護福祉士 株式会社　オフィスＰｄ
ｊ

長野県塩尻市大門一番町１２－２
塩尻市市民交流センター５０３号

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

警備員 株式会社　ユニオン警備
保障　松本支社

長野県松本市大字岡田松岡１６８番地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

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

工業用切断砥石製造 清水商事　株式会社 長野県塩尻市大字洗馬２９７１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

カメラ部品の検査 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

受発注・出荷管理業務 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

看護職員（施設採用職
員）【桔梗荘】

松塩筑木曽老人福祉施設
組合

長野県塩尻市大字広丘郷原１６８３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

生産管理スタッフ 株式会社　東陽 長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－５　ア
ルプス工業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

5



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年単位）
不問 (1)8時15分～17時15分

170,000円～200,000円

TEL 0263-52-6576（従業員数 8人 ）
正社員以外 20020- 7663221 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- 8072321 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時40分

199,000円～199,000円

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 7977821 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

165,750円～198,900円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 8149721 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～15時30分

151,000円～197,700円 (2)9時00分～17時30分

(3)10時00分～18時30分

TEL 0263-53-5000（従業員数 70人 ）
正社員以外 20020- 7615321 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

158,520円～195,840円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 8084721 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00分

154,175円～192,325円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 8063421 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～18時30分

170,000円～190,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0000-00-0000（従業員数 0人 ）
正社員 20020- 7745421 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 月額換算 (1)7時45分～16時45分

189,336円～189,336円 (2)7時30分～16時30分

(3)0時00分～9時00分

TEL 0263-88-3426（従業員数 6人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 8513921 就業場所 長野県塩尻市 厚生

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- 8007921 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問 (1)10時00分～19時00分

174,000円～185,100円 (2)8時00分～19時00分

(3)8時30分～18時00分

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 8593521 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

160,000円～180,000円

TEL 0263-87-1270（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 8202021 就業場所 長野県塩尻市

月給 フレックス
18歳以上

174,400円～174,400円

TEL 0263-51-1920（従業員数 26人 ）
正社員以外 20020- 7658321 就業場所 長野県塩尻市

月給 フレックス
18歳以上

174,400円～174,400円

TEL 0263-51-1920（従業員数 26人 ）
正社員以外 20020- 7797921 就業場所 長野県塩尻市

時給
69歳以下 月額換算

155,520円～172,800円

TEL 0263-52-0142（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 8413521 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

169,344円～169,344円

TEL 0263-58-2075（従業員数 13人 ）
正社員以外 20020- 7868621 就業場所 長野県塩尻市

機械工【急募】 有限会社　石井製作所 長野県塩尻市大字広丘野村１７９３－４１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

半導体の製造・検査
【ＤＯＷＡパワーデバイ
ス】

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

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

介護職員（施設採用職
員）【桔梗荘】

松塩筑木曽老人福祉施設
組合

長野県塩尻市大字広丘郷原１６８３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護職員初任者研修修了
者

介護福祉士

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

社会福祉士

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

梱包 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

チルド倉庫での仕分け・
運搬

株式会社　ミックコーポ
レーション東日本　松本
営業所

長野県松本市大字島立１０９４－１
上條ビル２０１

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

医療事務 医療法人　弘仁会　かも
いクリニック

長野県塩尻市大字広丘高出２１９９－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

児童厚生員【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

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

小学校教諭免許（専修・
１種・２種）

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

経理事務 一般財団法人　塩尻市振
興公社

長野県塩尻市大門八番町１番２号塩尻イン
キュベーションプラザ内

雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

日商簿記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

不動産事務サポート
【塩尻店】

株式会社リソイス 長野県松本市美須々７－１ 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

惣菜製造販売（広丘）
《急募》

株式会社　加藤鯉鶏肉店 長野県塩尻市大門一番町１３－２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

労務事務 一般財団法人　塩尻市振
興公社

長野県塩尻市大門八番町１番２号　塩尻イン
キュベーションプラザ内

雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

社会保険労務士

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

郵便配達（洗馬）≪急募
≫

日本郵便　株式会社　松
本南郵便局

長野県松本市平田東２－１７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

自動二輪車免許

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

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- 8594421 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

152,520円～152,520円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-36-2671（従業員数 15人 ）
正社員 20020- 8185321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時30分～13時00分

1,000円～2,000円 (2)14時00分～18時30分

TEL 0263-54-6622（従業員数 2人 ）
パート労働者 20020- 7904521 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時30分

1,350円～1,600円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0000-00-0000（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020- 7742821 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時30分

1,350円～1,600円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0000-00-0000（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020- 7744521 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時30分

1,350円～1,600円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0000-00-0000（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020- 7748921 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

151,200円～252,000円

TEL 0264-34-2148（従業員数 35人 ）
正社員以外 20100-  618521 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30分～18時00分

170,000円～210,000円

TEL 0264-34-3323（従業員数 35人 ）
正社員以外 20100-  625221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時45分～17時15分

1,200円～1,500円

TEL 090-5321-3698（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020- 8186621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

950円～1,500円

TEL 0263-51-0318（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020- 8280421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

1,500円～1,500円

TEL 090-2228-8219（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 8370321 就業場所 長野県塩尻市ほか

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- 8613721 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
不問

1,145円～1,345円

TEL 0263-36-2671（従業員数 818人 ）
パート労働者 20020- 7825421 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
不問

1,145円～1,345円

TEL 0263-36-2671（従業員数 818人 ）
パート労働者 20020- 7827621 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～13時30分

1,150円～1,300円 (2)10時00分～15時00分

TEL 0263-54-2660（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 7882421 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,150円～1,300円

TEL 0263-54-2660（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 7883321 就業場所 長野県塩尻市

給食調理員【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

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

歯科技工士 有限会社エイチ・オー・
エス

長野県塩尻市広丘野村１６５８－２３ 労災 歯科技工士

雇用期間の定めなし 不問

［急募］医療事務 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

雇用・労災・
健康・厚生

メディカルクラーク（医
療事務技能審査）

雇用期間の定めなし 定年を上限

診療放射線技師 医療法人　弘仁会　かも
いクリニック

長野県塩尻市大字広丘高出２１９９－２ 労災 診療放射線技師

雇用期間の定めなし 定年を上限

理学療法士・作業療法士 医療法人　弘仁会　かも
いクリニック

長野県塩尻市大字広丘高出２１９９－２ 労災 理学療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

木工 中田産業　株式会社 長野県塩尻市大字木曽平沢字長瀬２２９４－
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

看護師 医療法人　弘仁会　かも
いクリニック

長野県塩尻市大字広丘高出２１９９－２ 労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

庭師 百瀬伐採造園 長野県塩尻市大字広丘吉田５０１－１７ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

一般事務 酒井産業　株式会社 長野県塩尻市大字贄川２３０７－２ 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

警備員 松本警備綜合保障 長野県松本市高宮中７－１９　１０５号 労災

雇用期間の定めなし 不問

建築設計 有限会社　和建築設計事
務所

長野県塩尻市大字広丘高出字西原１９５５－
３

雇用・労災 一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 不問

木造建築士

【夜間】訪問介護員◆業
界最大手ニチイ◆松本・
塩尻エリア

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 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

介護福祉士

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

看護師 株式会社　オフィスＰｄ
ｊ

長野県塩尻市大門一番町１２－２
塩尻市市民交流センター５０３号

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

訪問介護員◆業界最大手
ニチイ◆松本・塩尻エリ
ア

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 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

介護福祉士

作業療法士及び理学療法
士

株式会社　オフィスＰｄ
ｊ

長野県塩尻市大門一番町１２－２
塩尻市市民交流センター５０３号

労災 作業療法士

理学療法士

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00分～17時00分

1,100円～1,250円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-48-4700（従業員数 32人 ）
パート労働者 20020- 8608521 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問 (1)11時00分～19時00分

900円～1,200円

TEL 0263-51-5855（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 8017021 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,135円～1,135円

TEL 0263-36-2671（従業員数 818人 ）
パート労働者 20020- 7834321 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問 (1)9時00分～16時10分

930円～1,130円

TEL 0263-52-1585（従業員数 80人 ）
パート労働者 20020- 8591821 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～13時30分

950円～1,100円 (2)10時00分～15時00分

(3)12時15分～17時15分

TEL 0263-54-2660（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 7884621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

877円～1,096円

TEL 0263-83-7342（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020- 8342221 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時30分

950円～1,050円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0000-00-0000（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020- 7746321 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,035円～1,035円

TEL 0263-36-2671（従業員数 818人 ）
パート労働者 20020- 7833421 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
64歳以下 (1)17時00分～22時00分

880円～1,000円 (2)13時00分～22時00分

(3)8時00分～14時00分

TEL 0263-51-5000（従業員数 29人 ）
パート労働者 20020- 7763621 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～64歳 (1)22時00分～8時00分

880円～1,000円

TEL 0263-51-5000（従業員数 29人 ）
パート労働者 20020- 7767721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

900円～1,000円 (2)10時00分～15時00分

TEL 0263-26-7338（従業員数 21人 ）
パート労働者 20020- 7798121 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問

900円～1,000円

TEL 0263-52-0142（従業員数 9人 ）
パート労働者 20020- 8417921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

900円～1,000円

TEL 0263-53-6345（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 8522921 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～69歳 (1)8時00分～17時00分

975円～975円

TEL 0263-35-9440（従業員数 47人 ）
パート労働者 20020- 8390021 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

970円～970円

TEL 0263-51-5110（従業員数 195人 ）
パート労働者 20020- 7988521 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)16時30分～10時00分

960円～960円

TEL 0263-36-2671（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020- 7821721 就業場所 長野県塩尻市

駐車場警備・イベント警
備

有限会社　中部警備救助 長野県松本市大字新村２８３番地 労災

雇用期間の定めなし 不問

家事代行スタッフ（ニチ
イ）◇介護有資格者◇松
本・塩尻

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 ホームヘルパー２級

介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師

来店型店舗でのカウン
ター営業

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

介護福祉士 株式会社　オフィスＰｄ
ｊ

長野県塩尻市大門一番町１２－２
塩尻市市民交流センター５０３号

労災 介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

カメラ部品の検査・納品
業務

株式会社　栄光製作所 長野県塩尻市広丘郷原１０００－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

医療事務 医療法人　弘仁会　かも
いクリニック

長野県塩尻市大字広丘高出２１９９－２ 労災 医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

店舗販売接客（広丘野村
店）

株式会社　とをしや薬局 長野県安曇野市穂高有明１００２２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

フロント業務 ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

家事代行サービススタッ
フ（ニチイライフ）◆松
本・塩尻

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

美容師（スタイリスト・
アシスタント）　《急
募》

株式会社　オフィスパパ
ドゥ

長野県松本市筑摩１丁目１６－１ 労災 美容師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ナイトフロント業務 ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

農作業手伝い 株式会社　信生 長野県塩尻市洗馬２７１－２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

惣菜製造販売（広丘）
《急募》

株式会社　加藤鯉鶏肉店 長野県塩尻市大門一番町１３－２１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

医療機器の組立・調整・
検査（塩尻）

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

交通誘導警備員 有限会社　サービス長野 長野県松本市中条２－１５
メゾン・ド・ロワール２０１

雇用・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

介護職員［塩尻市大門］
夜勤専従・認知症グルー
プホーム

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 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者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

介護福祉士
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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
64歳以下 (1)5時30分～11時00分

950円～950円

TEL 0263-51-5000（従業員数 29人 ）
パート労働者 20020- 7764921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

900円～950円

TEL 0263-51-1128（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020- 7848821 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- 8525721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)17時00分～21時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 8231421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)5時00分～9時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 8232321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～13時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 8234921 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 (1)9時00分～15時00分

900円～900円

TEL 0263-51-5000（従業員数 29人 ）
パート労働者 20020- 7765121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)15時00分～19時00分

880円～900円

TEL 0263-54-0742（従業員数 36人 ）
パート労働者 20020- 8004421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)12時00分～18時00分

900円～900円

TEL 0263-57-7886（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020- 8103921 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

890円～890円

TEL 0263-52-2451（従業員数 40人 ）
パート労働者 20020- 7641621 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- 7877921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

880円～1,000円

TEL 0264-34-3766（従業員数 3人 ）
パート労働者 20100-  604121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

880円～950円

TEL 0264-52-1235（従業員数 48人 ）
パート労働者 20100-  559121 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

TEL 0264-34-3888（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  609521 就業場所 長野県塩尻市

レストラン厨房・ホ一ル
業務

ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

介護職 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 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

早朝店出しスタッフ（早
朝ＯＰ）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

夜間店だし・値引き・清
掃スタッフ（ナイトＯ
Ｐ）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

客室清掃≪急募≫ ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

レジスタッフ（ＣＳ） イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

理（美）容アシスタント ＭＩＹＯＳＨＩ 長野県塩尻市大門泉町１－１ その他 理容師

雇用期間の定めなし 不問

冷凍食品製造及び食品包
装

美勢商事　株式会社 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－３２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

バリ取り・検査 株式会社　東陽 長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－５　ア
ルプス工業団地

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

木工家具製造 株式会社　庄太郎 長野県塩尻市贄川１７００－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

販売・接客 一般財団法人　塩尻・木
曽地域地場産業振興セン
ター

長野県塩尻市大字木曽平沢２２７２番地７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職員（塩尻） 株式会社　あい愛 長野県木曽郡上松町小川２０５０番地５ 雇用・労災 介護福祉士

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 不問

介護職員初任者研修修了
者
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