
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 交替制あり

64歳以下 (1)9時00分～19時00分

180,000円～400,000円 (2)9時30分～19時30分

TEL 0263-47-2238（従業員数 63人 ）
正社員 20020- 9537521 就業場所 長野県塩尻市ほか 厚生

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- 9642421 就業場所 長野県塩尻市ほか

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 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 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- 9598321 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)4時30分～14時00分

176,400円～285,600円 (2)10時30分～20時00分

(3)6時30分～15時30分

TEL 0263-36-1721（従業員数 21人 ）
正社員以外 20020- 9561521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～44歳 (1)16時00分～1時30分

234,050円～265,300円 (2)11時00分～20時30分

(3)12時00分～21時30分

TEL 0263-58-9334（従業員数 39人 ）
正社員 20020- 9466421 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- 9675221 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

208,940円～251,020円 (2)20時15分～5時15分

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9439721 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 変形（1年単位）
59歳以下 (1)6時00分～16時00分

220,000円～246,000円 (2)6時30分～10時30分

TEL 0263-52-0624（従業員数 20人 ）
正社員 20020- 9643321 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- 9601421 就業場所 長野県塩尻市

雇用・労災・
健康・厚生

美容師

理容師

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

美容師・理容師（松本・
安曇野・塩尻）

株式会社　フジミヤ 長野県松本市大字島内４１５７－１

管制職　（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

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

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

営業推進業務【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

調理師・調理員（桔梗ヶ
原病院）

シダックス　フードサー
ビス　株式会社　相澤病
院事業所

長野県松本市本庄２－５－１　
　社会医療法人財団慈泉会　相澤病院（栄養
科）内

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

調理師

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

信州ブランドの近県配送
ドライバ－

有限会社　寿昇運 長野県松本市寿台６丁目１２番１１号 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

グループホーム介護職員 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

介護職員初任者研修修了
者

介護職員実務者研修修了
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

介護福祉士

製品の洗浄・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

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

ルート営業及び配送・
ピッキング≪急募≫

株式会社　ヨネクボ 長野県塩尻市大字大門５－４－５５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

精密板金加工・塗装・印
刷全般

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

℡ 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６月２日発行 （５月２４日～６月１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
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- 9525121 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

166,000円～209,000円

TEL 0263-52-2451（従業員数 40人 ）
正社員 20020- 9447721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時00分

189,400円～202,600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 21人 ）
正社員 20020- 9592021 就業場所 長野県塩尻市 給付

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

155,000円～200,000円 (2)17時00分～8時00分

TEL 0263-31-5751（従業員数 30人 ）
正社員 20020- 9696921 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

155,000円～200,000円 (2)17時00分～8時00分

TEL 0263-31-5751（従業員数 30人 ）
正社員 20020- 9697121 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)8時30分～17時15分

194,400円～194,400円 (2)20時30分～5時15分

TEL 0263-24-8000（従業員数 5人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 9526021 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～191,815円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9436921 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- 9605121 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
59歳以下 月額換算 (1)8時30分～18時00分

182,520円～189,520円 (2)9時00分～18時30分

(3)8時30分～17時00分

TEL 0263-53-2058（従業員数 18人 ）
正社員 20020- 9623821 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問

174,000円～185,100円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 9616221 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- 9527721 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 5人 ）
正社員 20020- 9599621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,600円～1,600円

TEL 0263-86-3000（従業員数 53人 ）
パート労働者 20020- 9508921 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

1,200円～1,500円

TEL 0263-54-4111（従業員数 9人 ）
パート労働者 20020- 9597421 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 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- 9634421 就業場所 長野県塩尻市ほか

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

ＮＣ旋盤加工／マシニン
グ加工

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

一般事務職及び経理事務
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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

警備員【工事現場・イベ
ント他】

株式会社　アイ・エス警
備

長野県松本市大字島内３５３２番地７ 雇用・労災・
健康・厚生

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

施設警備員　　【常駐】 株式会社　アイ・エス警
備

長野県松本市大字島内３５３２番地７ 雇用・労災・
健康・厚生

警備員検定試験（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

製造（電子部品） 株式会社　エイジェック
松本オフィス

長野県松本市野溝西２丁目２番３２号 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

部品の梱包・出荷準備 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

リハビリ補助（オープニ
ングスタッフ）

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

歯科助手 さいわい歯科医院 長野県塩尻市大門幸町８番５号 雇用・労災・
健康・厚生

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）

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

［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

学習支援員（会計年度任
用職員）

長野県　田川高等学校 長野県塩尻市大字広丘吉田２６４５ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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 労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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
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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
不問 (1)8時30分～15時00分

950円～1,200円

TEL 0263-36-1721（従業員数 21人 ）
パート労働者 20020- 9560221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～12時30分

1,200円～1,200円 (2)14時30分～18時30分

TEL 0263-88-3328（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020- 9622721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

880円～1,200円

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
パート労働者 20020- 9677421 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1ヶ月単位）
不問

8,598円～8,598円

TEL 0263-52-1188（従業員数 57人 ）
パート労働者 20020- 9704721 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- 9603621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～16時00分

950円～1,000円 (2)7時30分～12時00分

TEL 0263-51-5411（従業員数 66人 ）
パート労働者 20020- 9562421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

900円～1,000円 (2)13時00分～21時45分

TEL 0263-54-3939（従業員数 28人 ）
パート労働者 20020- 9602321 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

950円～1,000円

TEL 0263-86-6001（従業員数 14人 ）
パート労働者 20020- 9667221 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 (1)7時30分～12時00分

930円～950円

TEL 0263-85-5573（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 9717321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

910円～910円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020- 9530621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～16時00分

880円～900円 (2)7時30分～12時00分

TEL 0263-51-5411（従業員数 66人 ）
パート労働者 20020- 9559021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～16時00分

880円～900円 (2)7時30分～12時00分

TEL 0263-51-5411（従業員数 66人 ）
パート労働者 20020- 9565921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～16時00分

880円～900円 (2)7時30分～12時00分

TEL 0263-51-5411（従業員数 66人 ）
パート労働者 20020- 9566121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～16時00分

880円～900円 (2)7時30分～12時00分

TEL 0263-51-5411（従業員数 66人 ）
パート労働者 20020- 9569821 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00分～17時15分

160,000円～237,000円

TEL 0264-34-3388（従業員数 23人 ）
正社員 20100-  654921 就業場所 長野県塩尻市

調理補助（桔梗ヶ原病
院）

シダックス　フードサー
ビス　株式会社　相澤病
院事業所

長野県松本市本庄２－５－１　
　社会医療法人財団慈泉会　相澤病院（栄養
科）内

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

クリニックの医療事務 シルバー内科クリニック 長野県塩尻市大字広丘高出１４８６－５３４ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

メディカルアシスタント
（介護補助、看護補助）

医療法人社団　敬仁会 長野県塩尻市大字宗賀１２９５番地 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

パートタイム会計年度任
用職員：牛の飼養管理・
試験研究補助

長野県畜産試験場 長野県塩尻市大字片丘１０９３１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

リハビリ補助（オープニ
ングスタッフ）

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

鮮魚の調理・パック詰め
【水産部門】

株式会社　バロー　塩尻
店

長野県塩尻市桟敷原３００－１
塩尻店

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

受付スタッフ及び事務ス
タッフ

公益財団法人　体力つく
り指導協会　　　　ヘル
スパ塩尻

長野県塩尻市大門１番町１－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

一般事務【支店事務全
般】

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

日常清掃スタッフ（塩尻
市）

オアビス　株式会社 長野県松本市寿北６丁目４－６ローズコート
Ｋ　Ａ号室

労災

雇用期間の定めなし 不問

一般事務（浄化セン
ター）【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 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

レジ業務 株式会社　バロー　塩尻
店

長野県塩尻市桟敷原３００－１
塩尻店

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

精肉パック詰め・品出し
【畜産部門】

株式会社　バロー　塩尻
店

長野県塩尻市桟敷原３００－１
塩尻店

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

寿司・揚げ物加工
【デリカ部門】

株式会社　バロー　塩尻
店

長野県塩尻市桟敷原３００－１
塩尻店

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

パン製造・加工
【ベーカリー部門】

株式会社　バロー　塩尻
店

長野県塩尻市桟敷原３００－１
塩尻店

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

梱包材の加工・組立【ト
ライアル併用求人】

丸林商工　株式会社 長野県塩尻市大字奈良井１３６４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成
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