
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）

59歳以下 (1)9時00分～18時30分

285,000円～685,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020-10953921 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

310,000円～670,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020-10946121 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

310,000円～670,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020-10955021 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

215,600円～600,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020-10934421 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30分

215,600円～520,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020-10949821 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30分

210,000円～500,000円

TEL 0263-88-8920（従業員数 25人 ）
正社員 20020-10795021 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30分

250,000円～450,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020-10950421 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)9時00分～18時00分

150,000円～400,000円

TEL 0263-88-2244（従業員数 2人 ）
正社員 20020-10689921 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

215,600円～400,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020-10916221 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

215,600円～400,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020-10919321 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

215,600円～380,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020-10922721 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10分

250,000円～350,000円

TEL 0263-53-0923（従業員数 45人 ）
正社員 20020-10552021 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

新築住宅販売、営業 株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９

特殊建築や、店舗、工場
などの意匠設計・空間デ
ザイナー

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 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 定年を上限

２級建築施工管理技士

店舗・工場などの特殊建
築営業

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

Ｗｅｂマーケティング 株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

住宅設計及び構造計算
（本社）（正社員）

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 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 定年を上限

木造建築士

制御設計（ＰＬＣ・シー
ケンサ）【経験者】

株式会社　サイクス 長野県塩尻市大字洗馬２９２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

新築・リフォームの施工
管理

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 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 定年を上限

木造建築士

高齢者施設紹介業務 株式会社　アイリンク 長野県塩尻市大字大門５７－４－１０８ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了
者

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ＤＴＰデザイナー 株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

資材調達・仕入れ担当
（塩尻本社）

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

インテリアコーディネー
ター

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

インテリアコーディネー
ター

雇用期間の定めなし 定年を上限

品質保証（ＩＳＯ関連業
務）

株式会社　シンセイ 長野県塩尻市大字宗賀日出塩５６８３番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

℡ 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１６日発行 （６月７日～６月１５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年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

210,000円～350,000円

TEL 0263-53-3393（従業員数 40人 ）
正社員 20020-10712021 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30分

200,000円～350,000円

TEL 0263-88-8920（従業員数 25人 ）
正社員 20020-10793921 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30分

200,000円～350,000円

TEL 0263-88-8920（従業員数 25人 ）
正社員 20020-10794121 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

198,300円～349,100円

TEL 0263-51-1234（従業員数 125人 ）
正社員 20020-10617821 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00分～17時00分

223,793円～309,773円 (2)9時30分～18時30分

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
正社員 20020-11049721 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10分

210,000円～300,000円 (2)16時00分～0時30分

(3)0時00分～8時30分

TEL 0263-53-0923（従業員数 45人 ）
正社員 20020-10547221 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20分～17時40分

191,000円～300,000円

TEL 0263-52-0131（従業員数 14人 ）
正社員 20020-11043421 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～279,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-11027421 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

240,000円～270,000円

TEL 0263-85-5573（従業員数 17人 ）
正社員 20020-10678421 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時00分

191,400円～260,900円

TEL 0263-54-1003（従業員数 94人 ）
正社員 20020-10889421 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 20020-11008221 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 20020-11009521 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～250,000円

TEL 0266-46-2310（従業員数 45人 ）
正社員 20020-10529821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)8時15分～17時15分

180,000円～250,000円 (2)17時15分～2時05分

(3)23時15分～8時05分

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員 20020-10699021 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15分～17時05分

180,000円～250,000円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員 20020-10700321 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～250,000円

TEL 0263-52-3180（従業員数 7人 ）
正社員 20020-10818021 就業場所 長野県塩尻市 拠出・給付

【経験者】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

電気配線　　【経験者】 株式会社　サイクス 長野県塩尻市大字洗馬２９２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械組立 株式会社　サイクス 長野県塩尻市大字洗馬２９２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

総務事務員【正社員】 株式会社　立石コーポ
レーション

長野県塩尻市大門桔梗ケ原１０７９－６６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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（介護付有料老人
ホーム）

株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５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

機械加工・成形機オペ
レーター・測定検査・一
般事務

株式会社　シンセイ 長野県塩尻市大字宗賀日出塩５６８３番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

品質管理担当（基幹社員
候補）

モガミ電線　株式会社 長野県塩尻市大字宗賀４６９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

評価業務（試作・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

清掃スタッフ 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

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

生産管理課＜急募＞ 信州吉野電機　株式会社 長野県塩尻市大字広丘高出１９７１ 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

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工作機械オペレー
ター

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

機械オペレーター（深夜
／夜勤）

株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 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

機械オペレーター（日
勤）

株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 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

営業職＜長野県塩尻市＞
【急募】

株式会社　丸増ベニヤ商
会　長野営業所

長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－６４ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

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）
64歳以下 (1)8時20分～17時40分

174,000円～243,000円

TEL 0263-52-0131（従業員数 14人 ）
正社員 20020-11041221 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～240,000円

TEL 0263-52-3180（従業員数 7人 ）
正社員 20020-10820521 就業場所 長野県塩尻市 拠出・給付

その他 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 20020-10631121 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
30歳以下 (1)8時25分～17時20分

178,500円～225,000円

TEL 0263-56-2111（従業員数 50人 ）
正社員 20020-10957821 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

219,500円～224,000円

TEL 0263-31-5756（従業員数 34人 ）
正社員 20020-10669221 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問 (1)9時00分～19時00分

180,000円～220,000円 (2)9時00分～16時00分

TEL 0263-53-7600（従業員数 7人 ）
正社員 20020-10572521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
29歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～220,000円

TEL 0263-54-6333（従業員数 26人 ）
正社員 20020-11034521 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時15分～17時05分

149,396円～215,794円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員以外 20020-10696621 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

210,200円～214,500円 (2)8時45分～17時15分

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020-10790421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
44歳以下 (1)8時15分～17時15分

195,000円～210,000円

TEL 0263-52-0626（従業員数 261人 ）
正社員 20020-10962921 就業場所 長野県塩尻市 給付

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～40歳 (1)6時00分～15時00分

180,000円～208,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)15時00分～0時00分

TEL 0263-87-1153（従業員数 65人 ）
正社員 20020-10670621 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

201,200円～206,300円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020-10567621 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)10時00分～15時00分

164,000円～200,000円

TEL 0263-87-8467（従業員数 3人 ）
正社員 20020-10706821 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～18時30分

165,000円～195,000円 (2)8時30分～12時45分

TEL 0263-52-8722（従業員数 7人 ）
正社員 20020-10588821 就業場所 長野県塩尻市

日給 交替制あり
不問 月額換算 (1)7時00分～16時00分

172,800円～194,400円

TEL 080-3200-0516（従業員数 0人 ）
正社員 20020-10924221 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 20020-10568921 就業場所 長野県塩尻市

電線製造ラインの巻取工
程

モガミ電線　株式会社 長野県塩尻市大字宗賀４６９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

倉庫管理　　【急募】 株式会社　丸増ベニヤ商
会　長野営業所

長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－６４ 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

警備員スタッフ（中信地
区）【正社員】

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

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

製本作業員 日本ハイコム　株式会社 長野県塩尻市大字北小野４７２４番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

障がい者（児）の相談支
援員

ＮＰＯ法人　ＣｏＣｏ
（ココ）

長野県塩尻市大門七番町５－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉士

精神保健福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科衛生士 塩尻駅前　なの花歯科ク
リニック

長野県塩尻市大門桔梗町１－１２　
　ステーション１０２コーポ１－Ｂ

雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 不問

ＮＣフライス盤オペレー
ター

株式会社　ウィズ 長野県塩尻市大字洗馬３１１－５ 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

製造補助作業員 株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

一般事務【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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

自動車部品・建設機械部
品（鋳物）検査員

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

喫茶店スタッフ コメダ珈琲店　（株式会
社　あいゆう）

長野県松本市出川１丁目１２－１ 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

保健師 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

ホールスタッフ　【急
募】

イタリアンキッチン　Ｈ
ＩＲＯＳＨＩ

長野県塩尻市広丘吉田１１６０－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

看護助手 上條医院　耳鼻咽喉科 長野県塩尻市大門泉町８－１７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

園芸・工芸作物栽培作業
員

株式会社　ＭＡＩＳＯＮ
ＤＥ　ＦＡＲＭ

長野県塩尻市大字洗馬上小曽部４０４５－１ その他

雇用期間の定めなし 不問

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）
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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 交替制あり
不問 (1)9時00分～19時00分

150,000円～180,000円 (2)9時00分～16時00分

TEL 0263-53-7600（従業員数 7人 ）
正社員 20020-10581421 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時15分～17時05分

149,396円～165,996円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員以外 20020-10695321 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15分～17時05分

146,076円～157,696円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員以外 20020-10694421 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 20020-11007821 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 20020-11011621 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)8時00分～15時00分

1,395円～1,585円 (2)13時00分～18時30分

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020-11048021 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)8時45分～18時30分

1,500円～1,500円

TEL 0263-52-0498（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-10930721 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

950円～1,300円

TEL 0263-85-4636（従業員数 47人 ）
パート労働者 20020-10952621 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～12時00分

1,000円～1,200円 (2)13時30分～19時00分

TEL 0263-53-7600（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-10575621 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

900円～1,200円

TEL 0263-87-3670（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-10847321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

900円～1,200円

TEL 0263-87-3670（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-10850721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

900円～1,200円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
パート労働者 20020-10942421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～17時05分

1,000円～1,200円

TEL 0263-52-0174（従業員数 35人 ）
パート労働者 20020-10975221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～12時30分

1,100円～1,200円 (2)14時00分～17時30分

TEL 0263-58-1165（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-11004121 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 20020-10885721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～19時00分

890円～1,000円 (2)9時00分～16時00分

TEL 0263-53-7600（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-10582321 就業場所 長野県塩尻市

歯科助手（受付） 塩尻駅前　なの花歯科ク
リニック

長野県塩尻市大門桔梗町１－１２　
　ステーション１０２コーポ１－Ｂ

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

製造補助作業員（工場内
清掃等）

株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

検査員 株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

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

看護師（介護付有料老人
ホーム）

株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５号 労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科衛生士（土曜日の
み）

歯科手塚医院 長野県塩尻市宗賀７３－２５８ 労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

制作アシスタント 株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科衛生士 塩尻駅前　なの花歯科ク
リニック

長野県塩尻市大門桔梗町１－１２　
　ステーション１０２コーポ１－Ｂ

労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 不問

ジェラート製造及び販売 株式会社　ＦＡテック 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－４３２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

一般事務・インターネッ
ト通販事務・軽作業

株式会社　ＦＡテック 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－４３２ 雇用・労災・
健康・厚生

簿記実務検定３級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ＣＡＤオペレーター 株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 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

葡萄栽培業務 株式会社　井筒ワイン 長野県塩尻市大字宗賀１２９８－１８７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

医療事務 医療法人　元政会　今井
医院

長野県塩尻市広丘吉田３００３ 労災 医療事務資格

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

歯科助手（受付） 塩尻駅前　なの花歯科ク
リニック

長野県塩尻市大門桔梗町１－１２　
　ステーション１０２コーポ１－Ｂ

雇用・労災

雇用期間の定めなし 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)9時00分～15時00分

877円～1,000円

TEL 0263-52-0005（従業員数 30人 ）
パート労働者 20020-10726321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～13時00分

880円～980円

TEL 0263-57-8801（従業員数 31人 ）
パート労働者 20020-10756221 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)9時00分～16時00分

880円～950円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
パート労働者 20020-10693521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

930円～930円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-36-2671（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-10512221 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 20020-10565421 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)20時00分～0時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020-10851821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)14時00分～18時00分

890円～890円 (2)8時20分～12時30分

TEL 0263-58-3393（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-11006721 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～14時00分

877円～877円

TEL 0263-87-6555（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-10906021 就業場所 長野県塩尻市

清掃スタッフ　≪急募≫ 株式会社　あさひ館 長野県塩尻市大門八番町２番１号 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

惣菜部門パート社員（広
丘店）

株式会社　西源（食品
スーパー　ラ・ムー）

長野県松本市小屋南２丁目９番２５号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

検査員 株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

［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

労災 医療事務資格

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

一般事務（広丘支所）
【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

夜間店だし・値引き・清
掃スタッフ（ナイトＯ
Ｐ）閉店作業

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 法令の規定
により年齢
制限がある

医療事務（しらかばのみ
ち薬局）

有限会社　サンヘルス 長野県松本市寿中２－８－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

青果の仕分け・梱包・配
送

有限会社　スリーサンク
ス

長野県松本市笹賀５８２３番地６ 労災

雇用期間の定めなし 不問

お仕事探しは

ハローワークで！
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。

求職申込（求職登録）

相談窓口で職業相談

応募したい求人が決まったら

紹介状を発行します。

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）

受付へご用件をお話しください

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。

☆☆ハローワークご利用の流れ☆☆

現在、新型コロナウイルス感

染症対策として、入室時の検

温とマスク着用にご協力をお

願いしています。
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