
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30分～19時00分

215,000円～410,000円 (2)8時30分～18時00分

(3)8時00分～17時30分

TEL 0263-85-7171（従業員数 1人 ）
正社員 20020-10435521 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時50分

220,000円～400,000円

TEL 0263-53-6633（従業員数 17人 ）
正社員 20020- 9918521 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 20020-10249721 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 20020-10251421 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 20020-10256021 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 20020-10259221 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 20020-10262121 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

240,000円～360,000円

TEL 0263-86-9140（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 9727921 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

180,000円～350,000円

TEL 0263-56-2669（従業員数 8人 ）
正社員 20020- 9938921 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

200,000円～350,000円

TEL 0263-51-1234（従業員数 11人 ）
正社員 20020-10090521 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

310,000円～350,000円

TEL 0263-52-0329（従業員数 27人 ）
正社員 20020-10159121 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

250,000円～350,000円

TEL 0263-54-2805（従業員数 5人 ）
正社員 20020-10368121 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

保険営業 株式会社チンタイバンク
（ミニミニＦＣ加盟）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２

システム導入・維持管理
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

歯科技工 株式会社　インフィデン
ト

長野県塩尻市大字広丘野村１２８６－３ 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

製品の試験業務／校正業
務（ＥＭＣ等）【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

Ｗｅｂアプリケーション
の企画設計（ソフト開
発）

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

画質設計業務　【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

インクシステム設計（メ
カ系）【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

建築工事（木造） 株式会社　拓美綜健 長野県塩尻市大字みどり湖２０９－９ 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

建設【経験者】　【資格
取得制度あり】　≪急募
≫

村田工業 長野県塩尻市大字広丘吉田５８１－１８０ 雇用・労災・
その他

玉掛技能者

雇用期間の定めなし 不問

生産管理（工場長候補） 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

【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 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

建設業 三井工業 長野県塩尻市大字広丘堅石９６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

℡ 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９日発行 （６月１日～６月７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
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～350,000円

TEL 0263-58-1600（従業員数 5人 ）
正社員 20020-10384121 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

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

230,000円～340,000円 (2)8時30分～19時00分

TEL 0263-86-3388（従業員数 9人 ）
正社員 20020-10179221 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
18歳～59歳

198,300円～328,500円

TEL 0263-51-1234（従業員数 10人 ）
正社員 20020-10092321 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時50分

215,000円～320,000円

TEL 0263-53-6633（従業員数 17人 ）
正社員 20020- 9919421 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

169,200円～320,000円 (2)16時30分～9時00分

(3)20時30分～9時00分

TEL 0263-52-3321（従業員数 60人 ）
正社員 20020-10396821 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)8時00分～16時40分

315,000円～315,000円

TEL 0263-87-6371（従業員数 15人 ）
正社員 20020-10406921 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～17時00分

250,000円～310,000円

TEL 0263-54-4101（従業員数 13人 ）
正社員 20020-10185821 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)16時00分～2時30分

250,000円～300,000円 (2)18時00分～4時30分

TEL 0263-54-4101（従業員数 13人 ）
正社員 20020-10184721 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)8時30分～17時30分

264,000円～300,000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 20020-10225221 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

175,000円～300,000円

TEL 0263-87-1270（従業員数 4人 ）
正社員 20020-10234521 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）
39歳以下 (1)9時00分～18時00分

173,400円～284,000円

TEL 0263-31-3640（従業員数 10人 ）
正社員 20020- 9971021 就業場所 長野県塩尻市 拠出

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 20020-10254921 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

222,000円～278,000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 20020-10221121 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)5時00分～14時00分

276,080円～276,080円

TEL 0263-50-7380（従業員数 10人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 9794921 就業場所 長野県塩尻市

現場技術者・現場管理 株式会社　塩尻水建 長野県塩尻市広丘吉田９７８－２ 雇用・労災・
健康・厚生

１級土木施工管理技士

１級管工事施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

２級土木施工管理技士

歯科衛生士 医療法人　つづく歯科医
院

長野県塩尻市大字広丘吉田２９０２－９ 雇用・労災・
厚生・財形

歯科衛生士

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

営業 株式会社　インフィデン
ト

長野県塩尻市大字広丘野村１２８６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

セルフガソリンスタンド
スタッフ（Ｉ・Ｕターン
併用求人）

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

作業工（半自動溶接）
《急募》【正社員】

ＣＭＣＳ　株式会社 長野県塩尻市大字広丘野村１６０６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師・准看護師 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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

夜間ルート配送＜急募＞
（松本）

株式会社　信州浜名ピア
ノ配送

長野県塩尻市広丘高出１８４６－３ 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

配送 株式会社　信州浜名ピア
ノ配送

長野県塩尻市広丘高出１８４６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

不動産営業（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

看護師（桔梗ヶ原病院） 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

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車整備（塩尻店） 株式会社　ホンダカーズ
松本東

長野県松本市双葉２０－１２ 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

准看護師（桔梗ヶ原病
院）

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

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

マニュアル設計業務
【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

鋳物の製品の前処理工程
【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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

240,000円～270,000円

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020-10217221 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

240,000円～270,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020-10223721 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00分～16時00分

222,000円～270,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-51-6610（従業員数 62人 ）
正社員 20020-10385021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時30分～16時30分

166,000円～270,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)12時30分～21時30分

TEL 0263-51-1128（従業員数 33人 ）
正社員 20020-10407121 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

165,000円～268,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-26-1400（従業員数 3人 ）
正社員以外 20020-10102221 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時00分～18時30分

196,000円～265,100円

TEL 0263-53-7175（従業員数 5人 ）
正社員 20020-10347521 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)5時00分～14時00分

205,760円～260,200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- 9823921 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時30分～17時15分

200,000円～260,000円

TEL 0263-53-4411（従業員数 99人 ）
正社員 20020-10173621 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1年単位）
59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 24人 ）
正社員 20020- 9916821 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30分

187,500円～257,500円

TEL 0263-52-3321（従業員数 60人 ）
正社員 20020-10397221 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)6時30分～16時00分

198,503円～256,537円 (2)8時30分～17時30分

(3)17時00分～9時30分

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
正社員 20020-10493221 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30分

230,000円～250,000円

TEL 0263-87-8392（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 9891021 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30分～18時30分

250,000円～250,000円

TEL 0263-87-8392（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 9892721 就業場所 長野県塩尻市

月給 フレックス
59歳以下 (1)8時45分～17時30分

200,000円～250,000円

TEL 0263-51-5110（従業員数 195人 ）
正社員 20020-10393121 就業場所 長野県塩尻市

月給 フレックス
59歳以下 (1)8時45分～17時30分

200,000円～250,000円

TEL 0263-51-5110（従業員数 195人 ）
正社員 20020-10394021 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

介護支援専門員（居宅介
護）

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

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護職員（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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員（グルー
プホームまほろば）

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

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

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

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職（ショートステ
イ・グループホーム）

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 雇用・労災・
健康・厚生

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 定年を上限

ホームヘルパー２級

製造（前処理） 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

ギター製造 株式会社　レッドハウス 長野県塩尻市大字広丘野村１７８８－１１９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

袋詰め荷造・運搬【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

フォークリフト運転技能
者

玉掛技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＣＡＤ業務 株式会社　ダイシン 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１５ 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

介護職員（正社員） 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

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

事務（介護老人保健施設
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

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 株式会社　Ａｌｔｅｃ
長野支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５５２－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

施工管理（折板ガレー
ジ）

株式会社　Ａｌｔｅｃ
長野支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５５２－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

総合職（医療機器の品質
管理）

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

技術系総合職（医療機器
の機構・電気・ソフト・
生産技術）

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

3



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
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

154,500円～245,000円

TEL 0263-50-5161（従業員数 8人 ）
正社員 20020-10494521 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

205,760円～243,720円 (2)14時30分～23時30分

(3)17時00分～2時00分

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9824121 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)5時00分～14時00分

205,760円～243,720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- 9825021 就業場所 長野県塩尻市

月給
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

160,000円～240,000円

TEL 0263-52-2239（従業員数 13人 ）
正社員 20020-10186221 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30分

170,000円～240,000円

TEL 0263-52-0145（従業員数 49人 ）
正社員 20020-10353821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)6時30分～16時00分

181,876円～239,911円 (2)8時30分～17時30分

(3)17時00分～9時30分

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
正社員 20020-10492821 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時30分～18時45分

175,000円～235,000円

TEL 0263-31-0191（従業員数 4人 ）
正社員以外 20020- 9945621 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時30分～18時45分

175,000円～235,000円

TEL 0263-31-0191（従業員数 4人 ）
正社員 20020- 9985321 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～232,500円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-10250521 就業場所 長野県塩尻市

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 20020-10091421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)9時00分～18時00分

170,000円～231,000円

TEL 0263-31-3640（従業員数 10人 ）
正社員 20020- 9970121 就業場所 長野県塩尻市 拠出

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

211,120円～227,360円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-10076321 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30分～19時00分

175,000円～227,000円 (2)8時30分～18時00分

(3)8時00分～17時30分

TEL 0263-85-7171（従業員数 1人 ）
正社員 20020-10430121 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時30分～19時00分

175,000円～227,000円

TEL 0263-85-7171（従業員数 2人 ）
正社員 20020-10431021 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時30分～19時00分

175,000円～227,000円 (2)8時30分～18時00分

(3)8時00分～17時30分

TEL 0263-85-7171（従業員数 18人 ）
正社員 20020-10432721 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時30分～19時00分

175,000円～227,000円 (2)8時30分～18時00分

(3)8時00分～17時30分

TEL 0263-85-7171（従業員数 10人 ）
正社員 20020-10433821 就業場所 長野県塩尻市 拠出

ドクターズクラーク（医
師事務作業補助技能認
定）

グループホーム（日中支
援型）支援員　【世話
人】

株式会社　ウィッシュ 長野県塩尻市大字広丘野村２０５０－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

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 定年を上限

ホームヘルパー２級

製造（自動車部品加工） 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

製造（自動車部品加工） 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

医師事務作業補助者 医療法人　雄久会　塩尻
病院

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

精密機械部品加工 洗馬精密工業　株式会社 長野県塩尻市大字洗馬２８１８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

リラクゼーションセラピ
スト＜塩尻ＧＡＺＡ店＞

癒し処　倉田屋 長野県松本市大字里山辺８４－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護福祉士　介護員（正
社員）

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

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

試作調達業務　【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

リラクゼーションセラピ
スト＜塩尻ＧＡＺＡ店＞

癒し処　倉田屋 長野県松本市大字里山辺８４－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業スタッフ（塩尻店） 株式会社　ホンダカーズ
松本東

長野県松本市双葉２０－１２ 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

社内情報システム担当 株式会社チンタイバンク
（ミニミニＦＣ加盟）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

アルミフレームの組立 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

一般事務（賃貸管理部） 株式会社チンタイバンク
（ミニミニＦＣ加盟）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務（総務・人事
課）

株式会社チンタイバンク
（ミニミニＦＣ加盟）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務（契約管理部） 株式会社チンタイバンク
（ミニミニＦＣ加盟）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２ 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）
59歳以下 (1)9時30分～19時00分

175,000円～227,000円 (2)8時30分～18時00分

(3)8時00分～17時30分

TEL 0263-85-7171（従業員数 1人 ）
正社員 20020-10436421 就業場所 長野県塩尻市 拠出

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

189,720円～221,340円

TEL 0263-88-5763（従業員数 8人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-10276421 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～221,340円

TEL 0263-88-5763（従業員数 8人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-10279921 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

156,200円～220,000円

TEL 0263-52-7825（従業員数 173人 ）
正社員 20020-10084321 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

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時20分～17時20分

171,400円～218,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9839421 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～217,360円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9827821 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時20分～17時00分

160,034円～216,712円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9743921 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時20分～17時00分

160,034円～216,712円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9744121 就業場所 長野県塩尻市

日給
44歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

216,000円～216,000円

TEL 0263-86-9140（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 9726621 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～17時50分

192,000円～215,000円

TEL 0263-53-0851（従業員数 46人 ）
正社員 20020-10323421 就業場所 長野県塩尻市

月給
39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- 9866921 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

170,996円～209,195円

TEL 0263-87-0425（従業員数 180人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9746721 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

170,996円～209,195円

TEL 0263-87-0425（従業員数 180人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9747821 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10分

152,600円～206,800円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9837221 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10分

152,600円～206,800円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9838521 就業場所 長野県塩尻市

一般事務（保険事務） 株式会社チンタイバンク
（ミニミニＦＣ加盟）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

アプリケーション検査 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

マニュアル制作 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

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

電気機械技術職　　【急
募】

長野森紙業　株式会社
塩尻事業所

長野県塩尻市大字広丘高出２００１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

エネルギー管理士

公害防止管理者

雇用期間の定めなし 定年を上限

１級ボイラー技士

精密部品の検査・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

ＣＡＤ・ＣＡＭ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

雇用期間の定めなし 定年を上限

生産管理 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

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

レーザー加工とエッチン
グ加工

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

建設　【未経験者歓迎】
【資格取得制度あり】
≪急募≫

村田工業 長野県塩尻市大字広丘吉田５８１－１８０ 雇用・労災・
その他

雇用期間の定めなし キャリア形
成

加工補助 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

検査 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

ワイヤー放電加工機オペ
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

製品検査 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

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
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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 20020-10567621 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時25分～17時30分

160,040円～205,840円

TEL 0263-87-0425（従業員数 180人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9729021 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

192,000円～205,000円

TEL 0263-26-1400（従業員数 11人 ）
正社員以外 20020-10103521 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00分～17時00分

155,000円～203,400円

TEL 0263-52-7825（従業員数 173人 ）
正社員 20020-10085621 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～35歳 (1)8時00分～17時00分

154,700円～203,000円 (2)17時00分～2時00分

TEL 0263-52-7825（従業員数 173人 ）
正社員 20020-10080821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

155,000円～203,000円 (2)17時00分～2時00分

TEL 0263-52-7825（従業員数 173人 ）
正社員 20020-10081221 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

157,760円～202,960円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9756821 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～59歳 月額換算 (1)18時30分～3時30分

158,195円～202,720円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9748221 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

201,600円～201,600円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-10050321 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

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- 9749521 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15分

155,102円～199,602円

TEL 0263-87-0425（従業員数 195人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9803521 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15分

155,102円～199,602円

TEL 0263-87-0425（従業員数 195人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9804421 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 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

161,250円～191,350円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3627（従業員数 22人 ）
正社員以外 20020- 9941221 就業場所 長野県塩尻市ほか 給付

月給
35歳～54歳 (1)8時00分～17時00分

155,520円～190,080円

TEL 0263-48-5212（従業員数 27人 ）
正社員 20020- 9995921 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

155,520円～190,080円

TEL 0263-48-5212（従業員数 27人 ）
正社員 20020-10030221 就業場所 長野県塩尻市ほか

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

デイサービス管理者（施
設長）

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

介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

組立 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

製造作業員　　【急募】 長野森紙業　株式会社
塩尻事業所

長野県塩尻市大字広丘高出２００１ 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 長野森紙業　株式会社
塩尻事業所

長野県塩尻市大字広丘高出２００１ 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

梱包・出荷業務 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

フォークリフト作業員
【急募】

長野森紙業　株式会社
塩尻事業所

長野県塩尻市大字広丘高出２００１ 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

品質管理、測定業務 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

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 法令の規定
により年齢
制限がある

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

精密部品の検査 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

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

組立 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

警備員（幹部候補含む） 長野県交通警備　株式会
社　松本営業所

長野県松本市大字新村３３３２　ＯＴＥビル
２Ｆ

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

交通誘導警備（松本・塩
尻・木曽）　【未経験者
歓迎】

株式会社　全日警サービ
ス長野　松本営業所

長野県松本市野溝西１－１１－８
鵬ビル１階

雇用・労災・
健康・厚生

交通誘導警備業務検定２
級

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

警備員（幹部候補含む） 長野県交通警備　株式会
社　松本営業所

長野県松本市大字新村３３３２　ＯＴＥビル
２Ｆ

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

6



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
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

155,520円～190,080円

TEL 0263-48-5212（従業員数 27人 ）
正社員以外 20020-10045021 就業場所 長野県塩尻市ほか

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

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 交替制あり
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

151,360円～172,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員以外 20020-10226521 就業場所 長野県塩尻市

その他
18歳以上

1,153円～2,051円

TEL 0263-54-0509（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-10474021 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)16時00分～9時00分

1,300円～1,600円 (2)16時30分～10時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
パート労働者 20020-10218521 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

1,300円～1,600円 (2)9時00分～16時00分

(3)10時00分～16時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
パート労働者 20020-10220921 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

165,000円～235,000円 (2)10時30分～19時30分

(3)7時00分～16時00分

TEL 0264-52-1235（従業員数 48人 ）
正社員 20100-  720821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時30分～11時00分

1,015円～1,465円 (2)16時30分～20時30分

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020-10487421 就業場所 長野県塩尻市

時給
60歳以上 (1)6時30分～11時00分

1,015円～1,465円 (2)16時30分～20時30分

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020-10490021 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時30分～16時30分

1,350円～1,450円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-54-7351（従業員数 68人 ）
パート労働者 20020-10395721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時30分～11時00分

985円～1,435円 (2)16時30分～20時30分

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020-10488321 就業場所 長野県塩尻市

時給
60歳以上 (1)6時30分～11時00分

985円～1,435円 (2)16時30分～20時30分

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020-10491721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,250円～1,350円

TEL 0263-51-6610（従業員数 62人 ）
パート労働者 20020-10388221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～12時00分

1,150円～1,350円 (2)12時00分～16時00分

(3)16時00分～20時00分

TEL 0263-50-5161（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-10481121 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

900円～1,200円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3627（従業員数 22人 ）
パート労働者 20020- 9949721 就業場所 長野県塩尻市ほか

警備員（中信） 長野県交通警備　株式会
社　松本営業所

長野県松本市大字新村３３３２　ＯＴＥビル
２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

原動機付自転車免許

自動二輪車免許

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

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

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）

配達業務≪急募≫ 中日新聞　塩尻専売所 長野県塩尻市大門６－１－２ 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

利用者様の送迎運転業務 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

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）
不問

病棟看護師（日勤パー
ト）

医療法人社団　敬仁会 長野県塩尻市大字宗賀１２９５番地 労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

看護師　　《　夜勤専従
パート　》

医療法人社団　敬仁会 長野県塩尻市大字宗賀１２９５番地 労災 看護師

准看護師

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

介護福祉士（パート） 株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５号 労災 介護福祉士

雇用期間の定めなし 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・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員初任者研修修了
者

看護職員（特別養護老人
ホームえんれい）

社会福祉法人　塩嶺福祉
協会

長野県塩尻市片丘６７７８－３ 雇用・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

介護福祉士　【６０歳以
上専用求人】

株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５号 労災 介護福祉士

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

介護職員（介護付有料老
人ホーム）　【６０歳以
上専用求人】

株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５号 労災 介護職員初任者研修修了
者

ホームヘルパー２級

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

介護職員（パート） 株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５号 労災 介護職員初任者研修修了
者

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 不問

介護職員実務者研修修了
者

グループホーム（日中支
援型）支援員　【生活支
援員】

株式会社　ウィッシュ 長野県塩尻市大字広丘野村２０５０－１０ 労災 介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

看護職員（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 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

交通誘導警備≪急募≫ 株式会社　全日警サービ
ス長野　松本営業所

長野県松本市野溝西１－１１－８
鵬ビル１階

労災 交通誘導警備業務検定２
級

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
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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00分～12時00分

1,100円～1,200円 (2)14時00分～17時00分

TEL 0263-50-5161（従業員数 13人 ）
パート労働者 20020-10489621 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

900円～1,200円 (2)16時00分～20時00分

TEL 0263-50-5161（従業員数 2人 ）
パート労働者 20020-10495421 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
不問 (1)13時00分～20時00分

930円～1,100円

TEL 0263-85-1205（従業員数 37人 ）
パート労働者 20020-10063721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時00分～14時00分

930円～1,100円

TEL 0263-85-1205（従業員数 97人 ）
パート労働者 20020-10334921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時30分～18時45分

910円～1,030円 (2)9時30分～16時00分

(3)9時30分～17時00分

TEL 0263-31-0191（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020-10001921 就業場所 長野県塩尻市

時給
69歳以下 (1)14時15分～18時15分

910円～1,020円 (2)9時15分～17時15分

TEL 0263-31-5756（従業員数 34人 ）
パート労働者 20020-10028121 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上

900円～1,000円

TEL 0263-51-1234（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-10098821 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～13時00分

1,000円～1,000円 (2)14時00分～19時00分

TEL 0263-26-1400（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020-10104421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

900円～1,000円

TEL 0263-26-1400（従業員数 11人 ）
パート労働者 20020-10105321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

880円～1,000円

TEL 0263-51-1700（従業員数 58人 ）
パート労働者 20020-10271021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

980円～980円

TEL 0263-53-6633（従業員数 17人 ）
パート労働者 20020- 9917221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

950円～980円

TEL 0263-50-5161（従業員数 13人 ）
パート労働者 20020-10496321 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～19時00分

850円～950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

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

訪問介護員（ホームヘル
パー）

株式会社　ウィッシュ 長野県塩尻市大字広丘野村２０５０－１０ 労災 介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

ホームヘルパー２級

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

グループホーム（日中支
援型）支援員　【世話
人】

株式会社　ウィッシュ 長野県塩尻市大字広丘野村２０５０－１０ 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

販売員（ベーカリー）
【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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売員　レジ担当【デリ
シア吉田原店】

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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

障害児の生活支援員 ＮＰＯ法人　ＣｏＣｏ
（ココ）

長野県塩尻市大門七番町５－１５ 労災 保育士

障がい者相談支援従事者
資格雇用期間の定めなし 定年を上限

リラクゼーションセラピ
スト＜塩尻ＧＡＺＡ店＞

癒し処　倉田屋 長野県松本市大字里山辺８４－３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ホームヘルパー 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 労災 介護職員初任者研修修了
者

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護福祉士

ガソリンスタンドスタッ
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 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

食器洗浄（パート職員） 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護員（デイサービス） 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 介護福祉士

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職員初任者研修修了
者

相談支援専門員 株式会社　ウィッシュ 長野県塩尻市大字広丘野村２０５０－１０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

歯科技工 株式会社　インフィデン
ト

長野県塩尻市大字広丘野村１２８６－３ 労災 歯科技工士

雇用期間の定めなし 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

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

［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ヶ月未満）

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 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
59歳以下

890円～890円

TEL 0263-52-2451（従業員数 40人 ）
パート労働者 20020-10233221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

880円～880円

TEL 0263-53-4611（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-10284421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

880円～880円

TEL 0263-53-4611（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-10291521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～12時00分

880円～880円 (2)9時00分～14時00分

TEL 0263-53-4611（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-10339221 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 (1)7時00分～11時30分

880円～880円 (2)7時00分～16時00分

TEL 0263-31-0733（従業員数 13人 ）
パート労働者 20020-10386721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

880円～880円 (2)13時00分～17時00分

TEL 0264-34-2105（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100-  686621 就業場所 長野県塩尻市

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

カフェスタッフ 日本スコラ　株式会社 長野県塩尻市大字広丘郷原１７８０番地
松本歯科大学内

雇用・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

レストラン調理補助 日本スコラ　株式会社 長野県塩尻市大字広丘郷原１７８０番地
松本歯科大学内

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

レストランスタッフ 日本スコラ　株式会社 長野県塩尻市大字広丘郷原１７８０番地
松本歯科大学内

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ピッキング業務（倉庫内
軽作業）

中村漆器産業　株式会社 長野県塩尻市木曽平沢１８１９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

病院内清掃（塩尻協立病
院）

企業組合　労協ながの
中信事業本部

長野県松本市新村下新２９２７－２　新東ビ
ル２－３号室

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

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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