
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)8時15分～17時10分

370,000円～520,000円

TEL 0263-52-2918 （従業員数 127人 ）
正社員 20020-13054821 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

249,000円～372,000円

TEL 0263-86-6001 （従業員数 14人 ）
正社員 20020-12960721 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

225,000円～350,000円

TEL 0263-86-6001 （従業員数 14人 ）
正社員 20020-12959921 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～310,000円

TEL 0263-50-8364 （従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-12972421 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

300,000円～300,000円

TEL 0263-86-6001 （従業員数 14人 ）
正社員 20020-12958621 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

198,000円～297,000円

TEL 090-6920-2967（従業員数 3人 ）
正社員 20020-13122921 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

176,000円～264,000円

TEL 0263-54-2284 （従業員数 35人 ）
正社員 20020-13126821 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

160,000円～250,000円

TEL 0263-53-3393 （従業員数 40人 ）
正社員 20020-12908321 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00分

195,000円～240,000円

TEL 0263-52-1903 （従業員数 21人 ）
正社員 20020-12901121 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時45分～17時15分

185,000円～240,000円

TEL 0263-50-7305 （従業員数 2人 ）
正社員 20020-12996821 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時10分

215,000円～220,000円

TEL 0263-52-2164 （従業員数 11人 ）
正社員 20020-13075621 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 月額換算 (1)7時00分～16時00分

187,280円～214,640円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6211 （従業員数 121人 ）
正社員以外 20020-13087721 就業場所 長野県塩尻市

グループホームの【介護
職】

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

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

金属製品塗装業 大昌電装工業　株式会社 長野県塩尻市大字広丘野村１５２４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

税理士補助業務 水谷哲智税理士事務所 長野県塩尻市大字広丘原新田５７１番地９　Ｍ
＆Ｐビル１階

雇用・労災・
健康

日商簿記３級

雇用期間の定めなし キャリア形
成

機械工（ＮＣ旋盤）【経
験者】

有限会社　青山製作所 長野県塩尻市大字塩尻町６１１－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

管理士 有限会社　あずさ環境 長野県塩尻市大字広丘郷原１６１１－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

浄化槽管理士

下水道第３種技術検定

雇用期間の定めなし 定年を上限

第二種電気工事士

土木作業員 Ｒ－Ｗｏｒｋｓ 長野県塩尻市大字広丘吉田７２０番地６ 雇用・労災・
その他

玉掛技能者

移動式クレーン運転士

雇用期間の定めなし 不問

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

建築営業（コンサルティ
ング）

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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

プリンタ安全設計・試験
業務【塩尻市】

株式会社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

建築設計 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・
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

現場管理 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・
健康・厚生

２級建築施工管理技士

１級建築施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

経営幹部　管理（総務人
事、経理、情報システ
ム）の部長

株式会社　サンコー 長野県塩尻市大字広丘野村９５９番地

℡ 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７月２１日発行 （７月１２日～７月１９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
59歳以下 (1)8時30分～18時30分

164,000円～212,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-51-1128 （従業員数 9人 ）
正社員 20020-13076921 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00分～15時00分

150,700円～207,300円 (2)8時30分～17時30分

(3)13時30分～22時30分

TEL 0263-52-3321 （従業員数 60人 ）
正社員 20020-12926921 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時20分～17時00分

175,000円～190,000円

TEL 0263-52-1903 （従業員数 21人 ）
正社員 20020-12900921 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
63歳以下 (1)8時00分～17時00分

156,700円～160,700円

TEL 0263-86-7001 （従業員数 31人 ）
正社員 20020-13114121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

890円～950円

TEL 0263-52-3034 （従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-13003821 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
69歳以下 (1)11時00分～16時30分

880円～900円

TEL 0263-86-5560 （従業員数 4人 ）
パート労働者 20020-13096221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～12時00分

900円～900円 (2)8時30分～17時30分

(3)13時00分～17時30分

TEL 0263-53-2253 （従業員数 30人 ）
パート労働者 20020-13147621 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～880円

TEL 0263-59-7008 （従業員数 40人 ）
パート労働者 20020-13106121 就業場所 長野県塩尻市

麺類の包装・出荷作業
【急募】

キッセイ商事　株式会社 長野県松本市平田東２－１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

農作業スタッフ／短期
パート・アルバイト大募
集！

株式会社　中野ファーム 長野県塩尻市大字塩尻町１０７番地 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

給食調理（昼食・おや
つ）

株式会社　メフォス　長
野事業部

長野県松本市村井町南４－２３－１５　第２Ｍ
ＡＴビル２Ｆ

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

金融機器の組立て（自動
化、無人化の大手メー
カーの受託）

青葉工業 長野県塩尻市塩尻町１７０３－４ 労災

雇用期間の定めなし 不問

【正社員】セールスドラ
イバー【未経験からのス
タートＯＫ】

近物レックス　株式会社
松本支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５７３－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

中型自動車免許

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

フォークリフト運転技能
者

機械工（ＮＣ旋盤）【未
経験者】

有限会社　青山製作所 長野県塩尻市大字塩尻町６１１－１ 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

看護助手（一般病棟） 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

医療事務（クリニック） 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

医療事務資格

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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