
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)8時00分～17時00分

200,000円～350,000円

TEL 0263-51-1234（従業員数 11人 ）
正社員 20020-11253321 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問

250,000円～300,000円

TEL 0263-39-7101（従業員数 25人 ）
正社員以外 20020-11355221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下

258,080円～297,241円

TEL 0263-54-1154（従業員数 15人 ）
正社員 20020-11360021 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～290,000円 (2)6時00分～15時00分

(3)12時45分～21時45分

TEL 0263-86-0250（従業員数 37人 ）
正社員 20020-11275721 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

180,000円～280,000円

TEL 0263-58-2411（従業員数 15人 ）
正社員 20020-11259821 就業場所 長野県塩尻市

日給
61歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

215,000円～275,200円

TEL 0263-54-0742（従業員数 42人 ）
正社員 20020-11170221 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15分

165,000円～250,000円

TEL 0263-54-0088（従業員数 17人 ）
正社員 20020-11267821 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～250,000円 (2)6時00分～15時00分

(3)12時45分～21時45分

TEL 0263-86-0250（従業員数 9人 ）
正社員 20020-11274021 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問

180,000円～250,000円

TEL 0263-39-7101（従業員数 25人 ）
正社員以外 20020-11356521 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)8時20分～17時00分

190,000円～240,000円

TEL 0263-52-1150（従業員数 92人 ）
正社員 20020-11176121 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)11時30分～20時30分

200,700円～231,200円

TEL 0263-51-1234（従業員数 9人 ）
正社員 20020-11256121 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)8時10分～17時15分

180,000円～210,000円

TEL 0263-52-0525（従業員数 21人 ）
正社員 20020-11211421 就業場所 長野県塩尻市

検査・梱包・出荷等 有限会社　多門製作所 長野県塩尻市広丘野村字角前１８１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

フィットネスジム店舗ス
タッフ

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 定年を上限

品質検査及び管理 株式会社　アルプス 長野県塩尻市塩尻町２６０ 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

塩尻駅前　ホテル中村屋
フロントスタッフ（社
員）

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

塗装オペレーター・木材
加工オペレーター

征矢野建材　株式会社 長野県松本市大字笹賀７１１６－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

金型製作・メンテ係
【経験者】【急募】

株式会社　ダイヤ精工
松本工場

長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 美勢商事　株式会社 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－３２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

木材加工オペレーター 征矢野建材　株式会社 長野県松本市大字笹賀７１１６－１ 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

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

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

飲食店　店次長（調理師
長）

さかなや道場　塩尻広丘
店

長野県塩尻市大字広丘野村１７０２－３ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

防火管理者（甲種・乙
種）雇用期間の定めなし 定年を上限

ホテル中村屋　副支配人
候補（社員）

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

危険物取扱者（乙種）

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

【正社員】中信地区ルー
ト配送業務【中信配送セ
ンター】

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

℡ 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２３日発行 （６月１５日～６月２１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

201,200円～206,300円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020-11364521 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

160,000円～205,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-1700（従業員数 60人 ）
正社員 20020-11263921 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時20分～17時15分

180,000円～200,000円

TEL 0263-52-0996（従業員数 50人 ）
正社員 20020-11180421 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

175,500円～175,500円

TEL 0263-53-2253（従業員数 30人 ）
正社員以外 20020-   40220 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15分

168,000円～168,000円

TEL 0263-54-0088（従業員数 17人 ）
正社員 20020-11271621 就業場所 長野県塩尻市

その他 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)6時00分～15時00分

150,430円～150,430円 (2)13時00分～22時00分

(3)17時00分～2時00分

TEL 0263-26-5704（従業員数 37人 ）
正社員以外 20020-11249021 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

132,865円～136,350円

TEL 0263-26-1400（従業員数 9人 ）
正社員以外 20020-11233821 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

950円～1,150円

TEL 0263-39-7101（従業員数 19人 ）
パート労働者 20020-11130521 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

950円～1,100円

TEL 0263-39-7101（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020-11073821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

900円～1,100円

TEL 0263-39-7101（従業員数 16人 ）
パート労働者 20020-11151021 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
69歳以下

910円～1,020円

TEL 0263-31-5756（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-11165321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)14時00分～18時30分

1,020円～1,020円

TEL 0263-52-0280（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-11363221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

900円～1,000円

TEL 0263-39-7101（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020-11106521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)17時00分～20時00分

1,000円～1,000円 (2)17時00分～21時00分

(3)19時00分～22時00分

TEL 0263-54-6168（従業員数 340人 ）
パート労働者 20020-11244421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)17時00分～20時00分

1,000円～1,000円 (2)18時00分～22時00分

(3)19時00分～22時00分

TEL 0263-54-6168（従業員数 340人 ）
パート労働者 20020-11246621 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)0時00分～5時30分

1,000円～1,000円 (2)2時00分～6時00分

TEL 0263-54-6168（従業員数 340人 ）
パート労働者 20020-11250221 就業場所 長野県塩尻市

荷物の仕分作業員【深夜
～早朝】

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）

法令の規定
により年齢
制限がある

荷物の仕分作業員（アル
バイト）

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

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

塩尻駅前　ホテル中村屋
フロントスタッフ（パー
ト）

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

パート厚生員（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 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

障碍者の地域生活自律支
援

ＮＰＯ法人　ＣｏＣｏ
（ココ）

長野県塩尻市大門七番町５－１５ 労災 介護職員初任者研修修了
者

雇用期間の定めなし 定年を上限

塩尻駅前　ホテル中村屋
客室清掃スタッフ（パー
ト）

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

塩尻駅前　ホテル中村屋
朝食スタッフ（パート）

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

塩尻駅前　ホテル中村屋
清掃スタッフ　土日祝時
給ＵＰ

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護保険請求事務 松本ハイランド農業協同
組合

長野県松本市南松本１丁目２－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

タクシー乗務員　塩尻営
業所【契約社員】２種免
許取得制度有

アルピコタクシー　株式
会社

長野県松本市南松本１－１－２５ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

金型製品の検査・梱包
【急募】】

株式会社　ダイヤ精工
松本工場

長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

野菜の収穫 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

精密機械加工 赤羽工機　有限会社 長野県塩尻市大字広丘野村１７８７番地３２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員 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

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 法令の規定

により年齢
制限がある

ホームヘルパー２級

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
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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
18歳以上 (1)0時00分～5時30分

1,000円～1,000円

TEL 0263-54-6168（従業員数 340人 ）
パート労働者 20020-11254621 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)1時30分～7時00分

1,000円～1,000円

TEL 0263-54-6168（従業員数 340人 ）
パート労働者 20020-11260421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時00分～15時00分

879円～950円 (2)17時00分～22時00分

TEL 0263-87-8467（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-11175921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

880円～950円

TEL 0266-46-2103（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020-11359621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

900円～900円 (2)9時00分～13時00分

(3)8時30分～11時30分

TEL 0263-54-6168（従業員数 340人 ）
パート労働者 20020-11238621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～13時30分

900円～900円 (2)8時30分～12時30分

(3)9時00分～13時30分

TEL 0263-54-6168（従業員数 340人 ）
パート労働者 20020-11240721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～14時45分

900円～900円

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
パート労働者 20020-11269521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

900円～900円

TEL 0263-54-0088（従業員数 17人 ）
パート労働者 20020-11273121 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
59歳以上 (1)11時30分～13時00分

900円～900円

TEL 0263-87-3639（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-11319021 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)10時00分～14時00分

880円～880円 (2)14時00分～19時00分

TEL 0263-27-3765（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-11262621 就業場所 長野県塩尻市

クリーニング受付・受け
渡し係員

有限会社クリーニング昭
和・石芝

長野県松本市石芝３丁目９番１号 労災

雇用期間の定めなし 不問

清掃スタッフ 株式会社　信州高齢者介
護研究所

長野県塩尻市大門幸町５－２０　１Ｆ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

金型製品の検査・梱包
【急募】

株式会社　ダイヤ精工
松本工場

長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

総務事務スタッフ 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

荷物の仕分作業員（アル
バイト）

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

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

組立／バリ取り（自動車
部品）

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

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 労災

雇用期間の定めなし 不問

配車事務【深夜～早朝】 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）

法令の規定
により年齢
制限がある

荷物の仕分作業員【深夜
～早朝】（アルバイト）

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）

法令の規定
により年齢
制限がある

ハローワーク木曽福島

☎ ０２６４-２２-２２３３

※ハローワークインターネットサービスで『求職者マイページ』を開設できます！

詳しくはハローワークまでお問合せください。

https://www.hellowork.go.jp/

パソコンやスマートフォンで求人検索してみませんか。
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