
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)9時30分～18時30分

230,000円～685,000円

TEL 0263-54-6622 （従業員数 9人 ）
正社員 20020-13516421 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

170,000円～370,000円

TEL 0263-54-6622 （従業員数 9人 ）
正社員 20020-13512721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

173,500円～350,000円 (2)13時00分～22時00分

TEL 0263-51-5000 （従業員数 29人 ）
正社員 20020-13327721 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時10分

250,000円～350,000円

TEL 0263-52-2918 （従業員数 127人 ）
正社員 20020-13395221 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30分

256,000円～328,800円

TEL 0263-85-2100 （従業員数 191人 ）
正社員 20020-13464021 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30分

256,000円～328,800円

TEL 0263-85-2100 （従業員数 191人 ）
正社員 20020-13465721 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30分

256,000円～328,800円

TEL 0263-85-2100 （従業員数 191人 ）
正社員 20020-13466821 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)22時00分～8時00分

220,000円～300,000円

TEL 0263-51-5000 （従業員数 29人 ）
正社員 20020-13328821 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時10分

200,000円～300,000円

TEL 0263-52-2918 （従業員数 127人 ）
正社員 20020-13339321 就業場所 長野県塩尻市 拠出

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 15人 ）
正社員 20020-13508421 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)7時10分～16時40分

210,000円～260,000円

TEL 0263-54-6010 （従業員数 15人 ）
正社員 20020-13469421 就業場所 長野県塩尻市

現場作業員（林業） 有限会社　住岡産業 長野県塩尻市大字上西条１２１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

その他の建設工事関係資
格

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者　高所作
業車運転技能者

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

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

経理事務 株式会社　サンコー 長野県塩尻市大字広丘野村９５９番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

日商簿記２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

夜勤フロントスタッフ ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気電子設計技術者
【Ｕ・Ｉターン歓迎】

株式会社　アルプス技研
松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ソフトウェア開発技術者
【Ｕ・Ｉターン歓迎】

株式会社　アルプス技研
松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械設計技術者　【Ｕ・
Ｉターン歓迎】

株式会社　アルプス技研
松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

経理事務　管理職（主任
～係長）

株式会社　サンコー 長野県塩尻市大字広丘野村９５９番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

日商簿記２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

フロント ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

受付事務 医療法人　廣友会　ひろ
矯正歯科

長野県塩尻市大字広丘野村１６５８－２３ 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

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

所在地・就業場所

歯科技工士 医療法人　廣友会　ひろ
矯正歯科

長野県塩尻市大字広丘野村１６５８－２３

℡ 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２８日発行 （７月１９日～７月２７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～17時30分

195,000円～255,000円

TEL 0263-51-1128 （従業員数 5人 ）
正社員 20020-13397421 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1年単位）
18歳以上 月額換算

253,568円～253,568円

TEL 0263-86-7001 （従業員数 31人 ）
正社員以外 20020-13343821 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～230,000円

TEL 0266-46-2310 （従業員数 45人 ）
正社員 20020-13452621 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

180,000円～230,000円

TEL 0263-52-4152 （従業員数 17人 ）
正社員 20020-13454121 就業場所 長野県塩尻市

日給
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

172,800円～216,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-87-6751 （従業員数 8人 ）
正社員以外 20020-13490821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時05分

214,597円～214,597円

TEL 0263-88-2091 （従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-13473721 就業場所 長野県塩尻市 厚生

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時00分

190,800円～198,750円

TEL 0263-34-8085 （従業員数 6人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-13432221 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

190,000円～195,000円

TEL 0263-52-2164 （従業員数 11人 ）
正社員 20020-13494321 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～190,000円

TEL 0263-54-4111 （従業員数 9人 ）
正社員 20020-13448721 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

190,000円～190,000円

TEL 0263-54-6622 （従業員数 9人 ）
正社員 20020-13513821 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)7時20分～16時20分

182,080円～188,800円 (2)8時20分～17時20分

TEL 0263-50-8905 （従業員数 15人 ）
正社員以外 20020-13480021 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00分～17時00分

177,240円～185,680円

TEL 0263-86-7001 （従業員数 31人 ）
正社員以外 20020-13301721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)7時45分～16時45分

162,000円～182,000円 (2)7時45分～12時15分

(3)7時45分～12時45分

TEL 0263-51-6301 （従業員数 250人 ）
正社員 20020-13294121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)9時00分～17時50分

173,075円～180,600円

TEL 0263-88-2091 （従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-13213721 就業場所 長野県塩尻市 厚生

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)9時00分～18時00分

155,600円～172,800円

TEL 0263-51-6211 （従業員数 121人 ）
正社員以外 20020-13238021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時30分～13時00分

1,000円～2,000円 (2)14時00分～18時30分

TEL 0263-54-6622 （従業員数 9人 ）
パート労働者 20020-13515521 就業場所 長野県塩尻市

歯科技工士 医療法人　廣友会　ひろ
矯正歯科

長野県塩尻市大字広丘野村１６５８－２３ 労災 歯科技工士

雇用期間の定めなし 不問

介護施設の事務員 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

日商簿記３級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

機械オペレーター 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

健診センター事務 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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

セールスドライバー 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

フォークリフト運転技能
者

保育士 合同会社　グラベラ　ひ
かりテラス保育園

長野県塩尻市大字広丘高出１８１９－８ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

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　廣友会　ひろ
矯正歯科

長野県塩尻市大字広丘野村１６５８－２３ 雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科アシスタント 医療法人　内川歯科医院 長野県塩尻市大字広丘野村２１１５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

塗装補助 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

ブドウ栽培補助作業 パーソルテンプスタッフ
株式会社　松本オフィス

長野県松本市中央１－４－２０
日本生命松本駅前ビル８Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

農作業 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

交通誘導警備員イベント
警備員

株式会社　テイスト　中
南信営業所

長野県塩尻市大字大門１００３－４　高原ビル
２階

雇用・労災・
健康・厚生

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

製造要員（研磨材） 南興セラミックス　株式
会社　塩尻工場

長野県塩尻市宗賀牧野３６６１ 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

検査業務 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

大型ドライバー　【未経
験歓迎】【資格取得制度
あり】

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

大型自動車免許

フォークリフト運転技能
者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

地域包括支援センター職
員　介護支援専門員・保
健師

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

保健師

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
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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

日給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

8,000円～11,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3011 （従業員数 38人 ）
パート労働者 20020-13191821 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

1,000円～1,250円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-87-6751 （従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-13491221 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問

950円～1,200円

TEL 090-5337-1025（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020-13409221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,135円～1,135円

TEL 0263-36-2671 （従業員数 818人 ）
パート労働者 20020-13221721 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
不問

900円～1,100円

TEL 0263-39-7101 （従業員数 16人 ）
パート労働者 20020-13258421 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)7時30分～9時30分

1,008円～1,050円

TEL 0263-50-8905 （従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-13478321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時00分～9時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030 （従業員数 81人 ）
パート労働者 20020-13234321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)17時00分～21時00分

880円～910円

TEL 0263-54-8030 （従業員数 81人 ）
パート労働者 20020-13235621 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 20020-13496921 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

877円～890円

TEL 0263-51-1800 （従業員数 88人 ）
パート労働者 20020-13363321 就業場所 長野県塩尻市 拠出

生産管理補助業務 株式会社　サイベック
コーポレーション

長野県塩尻市大字広丘郷原字南原１０００番地
１５

雇用・労災

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

一般事務（都市計画課）
【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

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）

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 不問

早朝店出しスタッフ（早
朝ＯＰ）

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 不問

保育士 合同会社　グラベラ　ひ
かりテラス保育園

長野県塩尻市大字広丘高出１８１９－８ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

塩尻駅　ホテル中村屋
ホテル業務全般（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

家事代行スタッフ（ニチ
イ）◇介護有資格者◇松
本・塩尻

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 ホームヘルパー２級

介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師

カラー専門店美容師 Ｒｅ：ＣＯＬＯＲ 長野県塩尻市大字広丘吉田６７５－４ 労災・その他 美容師

管理美容師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

交通誘導警備員 株式会社　テイスト　中
南信営業所

長野県塩尻市大字大門１００３－４　高原ビル
２階

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

交通誘導警備員〈急募〉
【空調服完備】

株式会社　シンプル 長野県松本市本庄１丁目１１－１０ 雇用・労災

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

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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