
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

44歳以下 (1)9時00分～18時00分

210,000円～500,000円

TEL 0263-47-9840（従業員数 11人 ）
正社員 20020-12290721 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～450,000円

TEL 0263-54-2060（従業員数 15人 ）
正社員 20020-12474121 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00分～18時00分

180,000円～400,000円

TEL 0263-76-0140（従業員数 10人 ）
正社員 20020-12354721 就業場所 長野県塩尻市ほか

日給
44歳以下 月額換算 (1)7時00分～17時00分

261,890円～392,820円

TEL 0263-53-8058（従業員数 16人 ）
正社員 20020-12776021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

230,000円～380,000円

TEL 0263-88-8926（従業員数 20人 ）
正社員 20020-12245421 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

263,000円～370,000円 (2)21時00分～5時00分

TEL 0263-52-4077（従業員数 12人 ）
正社員 20020-12712421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

267,416円～337,880円

TEL 0263-98-5761（従業員数 109人 ）
正社員 20020-12638721 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

240,000円～300,000円

TEL 0263-53-9510（従業員数 18人 ）
正社員 20020-12258021 就業場所 長野県塩尻市

月給
34歳以下 (1)9時00分～18時00分

250,000円～300,000円

TEL 0263-47-9840（従業員数 11人 ）
正社員 20020-12291821 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～17時30分

220,000円～300,000円

TEL 0263-54-3720（従業員数 6人 ）
正社員 20020-12303121 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

200,000円～300,000円

TEL 0263-85-4690（従業員数 3人 ）
正社員 20020-12324521 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時00分～18時00分

220,000円～300,000円

TEL 0263-75-0350（従業員数 6人 ）
正社員 20020-12664821 就業場所 長野県塩尻市 拠出

電気工事（経験者）≪急
募≫

株式会社　小澤電気 長野県塩尻市大門８６８－２００ 雇用・労災・
健康・厚生

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科衛生士 宮下歯科医院 長野県塩尻市広丘吉田３１３６ 雇用・労災・
健康

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

エクステリア・造園施工
員

有限会社　ハウスアレン
ジ

長野県塩尻市広丘野村１９９３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

施工作業員 三井マネジメント　株式
会社　松本営業所

長野県松本市島立１０６４－１ 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

土木作業員・施工管理 株式会社竹入興業 長野県塩尻市大字広丘野村２５２９ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 不問

玉掛技能者

営業〈正社員・ノルマな
し〉　未経験者も活躍中
営業

株式会社　オーイケ 長野県東筑摩郡山形村５４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

一般土木作業員 青柳重機　有限会社 長野県塩尻市大字広丘高出１７７３ー３ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の土木・舗装・線
路工事関係資格

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

大型中長距離運転 信濃陸送　株式会社　松
本本社営業所

長野県塩尻市広丘堅石３５３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

フォークリフト運転技能
者雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

住宅用足場の架け払い 株式会社　信州架設 長野県塩尻市大門桔梗町１７－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

大工 有限会社　建築工房　時
遊館

長野県安曇野市三郷明盛１８３３ー２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

設備（管・水道）工事の
施工管理

株式会社　企成工業 長野県塩尻市大字広丘野村１７８８－４６０ 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

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

所在地・就業場所

営業（塩尻営業所） 三井マネジメント　株式
会社　松本営業所

長野県松本市島立１０６４－１

℡ 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１４日発行 （７月５日～７月１２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）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

234,980円～283,000円

TEL 0263-98-5761（従業員数 109人 ）
正社員 20020-12639821 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

234,980円～283,000円

TEL 0263-98-5761（従業員数 109人 ）
正社員 20020-12640421 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

192,000円～282,000円

TEL 0263-51-1128（従業員数 75人 ）
正社員 20020-12314821 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00分～17時00分

180,000円～280,000円

TEL 0263-52-7544（従業員数 10人 ）
正社員 20020-12307221 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

190,000円～280,000円

TEL 0263-51-1128（従業員数 75人 ）
正社員 20020-12316521 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下

160,500円～275,000円

TEL 0263-88-2442（従業員数 6人 ）
正社員 20020-12279321 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00分～16時00分

166,000円～270,000円 (2)10時30分～19時30分

(3)12時30分～21時30分

TEL 0263-51-1128（従業員数 13人 ）
正社員 20020-12315221 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

170,000円～270,000円

TEL 0263-54-2478（従業員数 4人 ）
正社員 20020-12489421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時10分

211,000円～269,900円

TEL 0263-98-5761（従業員数 134人 ）
正社員 20020-12641321 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

260,000円～260,000円

TEL 090-4373-2055（従業員数 5人 ）
正社員 20020-12535321 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

180,000円～260,000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 20020-12616421 就業場所 長野県塩尻市ほか

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～18時00分

194,400円～259,200円

TEL 0263-53-3741（従業員数 0人 ）
正社員以外 20020-12708121 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

213,840円～255,640円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-38-7020（従業員数 15人 ）
正社員以外 20020-12623521 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
不問 (1)8時50分～18時20分

185,000円～250,000円

TEL 0263-53-0373（従業員数 1人 ）
正社員 20020-12262321 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

195,000円～250,000円

TEL 0263-51-1128（従業員数 2人 ）
正社員 20020-12313721 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)7時30分～16時55分

200,000円～250,000円

TEL 0263-87-9952（従業員数 4人 ）
正社員 20020-12748321 就業場所 長野県塩尻市

エレキギターの製作 キノファクトリー 長野県塩尻市大字広丘吉田５６５－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

ケアマネージャー（介護
支援専門員）

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

美容師 美容室Ａｍｏｌｉｒ 長野県塩尻市堅石２１４６－７４２ 雇用・労災 美容師

雇用期間の定めなし 不問

警備員（簡易信号のオペ
レーター）

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

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

電気工事 株式会社　赤羽電工 長野県塩尻市大字柿沢５４－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

第一種電気工事士

第二種電気工事士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

警備職員　幹部候補【ト
ライアル／就職氷河期世
代歓迎求人】

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

看護師／管理者候補の募
集

合同会社　ナースセン
ター時の駅
訪問看護ステーション
ＳＴ

長野県塩尻市大字広丘吉田１５９８番地１ 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

生産管理 株式会社　オーイケ 長野県東筑摩郡山形村５４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

配管作業及び現場管理 有限会社　塩尻設備 長野県塩尻市広丘高出１９３２一７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

２級管工事施工管理技士

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）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

その他の土木・舗装・線
路工事関係資格

介護職（特別養護老人
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 法令の規定

により年齢
制限がある

ホームヘルパー２級

一般事務員 株式会社　ティーライズ 長野県塩尻市大字広丘吉田１２８９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

総務事務全般 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

日商簿記２級

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

電気工事（現場代理人又
は現場作業）

株式会社　塩尻電気工業 長野県塩尻市広丘高出１８４７－８ 雇用・労災・
健康・厚生

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

看護職 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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

設計開発 株式会社　オーイケ 長野県東筑摩郡山形村５４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

内勤営業 株式会社　オーイケ 長野県東筑摩郡山形村５４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

2



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

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
不問 (1)9時00分～18時00分

180,000円～245,000円

TEL 0263-85-7726（従業員数 11人 ）
正社員以外 20020-12190621 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)18時00分～9時00分

240,000円～240,000円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0263-52-0120（従業員数 41人 ）
正社員 20020-12831721 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

日給 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 ）
正社員以外 20020-12620721 就業場所 長野県塩尻市ほか

日給
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

169,600円～233,200円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3011（従業員数 38人 ）
正社員 20020-12237421 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時30分～17時30分

180,000円～230,000円 (2)7時30分～16時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0263-53-5090（従業員数 11人 ）
正社員 20020-12221621 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～16時30分

220,000円～230,000円

TEL 0266-44-5353（従業員数 10人 ）
正社員 20020-12492021 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～16時30分

220,000円～230,000円

TEL 0266-44-5353（従業員数 10人 ）
正社員 20020-12493721 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時15分～17時15分

227,360円～227,360円

TEL 0263-50-7380（従業員数 8人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-12254321 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時15分～17時15分

227,360円～227,360円

TEL 0263-50-7380（従業員数 8人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-12257121 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時15分～17時15分

227,360円～227,360円

TEL 0263-50-7380（従業員数 8人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-12330821 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳～64歳 月額換算 (1)6時00分～15時00分

227,360円～227,360円 (2)15時00分～0時00分

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-12343621 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳～69歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

204,250円～225,750円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
正社員 20020-12654021 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時30分～14時00分

217,200円～224,100円 (2)1時00分～15時00分

(3)1時00分～16時00分

TEL 0263-52-3939（従業員数 3人 ）
正社員 20020-12244521 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

180,000円～220,000円

TEL 0263-54-2660（従業員数 6人 ）
正社員 20020-12176921 就業場所 長野県塩尻市

介護福祉士（オープニン
グスタッフ）

株式会社　オフィスＰｄ
ｊ

長野県塩尻市大門一番町１２－２
塩尻市市民交流センター５０３号

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

生鮮魚介類のドライバー
【年間休日１２２日】

有限会社　千野冷食 長野県塩尻市大門泉町２－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

交通誘導警備員・駐車場
警備員【交通誘導２級資
格者】

株式会社グローバルガー
ド

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

交通誘導警備業務検定２
級

雇用期間の定めなし 定年を上限

鋳物製品の製造 Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

鋳造製品の検査・修正 Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

鋳造製品の検査・修正の
補助業務

Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

砂の検査業務及び付帯業
務

Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

事業系一般ゴミの収集と
運転作業員≪３ｔドライ
バー急募≫

塩尻環境保全　有限会社 長野県塩尻市北小野４４０８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

資源物の収集・運搬作業
員≪４ｔドライバー急募
≫

塩尻環境保全　有限会社 長野県塩尻市北小野４４０８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職 小規模多機能型居宅介護
施設　れんげ荘　【株式
会社　藤川組】

長野県塩尻市広丘堅石１１９０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了
者

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

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・
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

警備員スタッフ（中信地
区）

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

法令の規定
により年齢
制限がある

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

配車オペレータ（日勤・
夜勤）

美勢タクシー　株式会社 長野県塩尻市大門一番町三番三号 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

介護ショップ等への配送
（ルート営業含む）

株式会社　日本ケアサプ
ライ　松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田３１０－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

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
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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 変形（1ヶ月単位）
18歳～69歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

161,250円～215,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
正社員 20020-12655721 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～15時15分

165,300円～213,900円 (2)9時00分～17時45分

(3)10時00分～18時45分

TEL 0263-53-5000（従業員数 598人 ）
正社員 20020-12866221 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

146,880円～212,160円

TEL 0263-53-2684（従業員数 9人 ）
正社員 20020-12297921 就業場所 長野県塩尻市 厚生

時給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)9時00分～18時10分

209,000円～209,000円 (2)16時00分～1時10分

(3)0時00分～9時10分

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-12803921 就業場所 長野県塩尻市

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 20020-12193021 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳～69歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

167,700円～204,250円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 70人 ）
正社員 20020-12533521 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

200,640円～200,640円 (2)14時30分～23時30分

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-12806721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時15分～17時15分

200,640円～200,640円

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-12808221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時15分～17時15分

200,640円～200,640円

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-12810321 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

200,640円～200,640円 (2)14時30分～23時30分

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-12811621 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳～69歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

175,500円～198,900円

TEL 0263-53-5414（従業員数 12人 ）
正社員 20020-12214121 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40分

192,280円～192,280円

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-12801321 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

163,400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 20020-12649521 就業場所 長野県塩尻市ほか 給付

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
59歳以下 (1)9時00分～17時45分

157,477円～189,551円

TEL 0263-53-5000（従業員数 598人 ）
正社員 20020-12868421 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00分～17時00分

176,000円～186,000円 (2)17時00分～8時00分

(3)8時00分～7時59分

TEL 0263-51-5022（従業員数 61人 ）
正社員 20020-12185121 就業場所 長野県塩尻市 給付

施設常駐警備員（塩尻
市）《急募》

セコムジャスティック上
信越　株式会社　松本営
業所

長野県塩尻市大字広丘高出１５８２番地１
橋詰ビル３階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

生活相談員（令和５年４
月採用予定）

松塩筑木曽老人福祉施設
組合

長野県塩尻市大字広丘郷原１６８３番地１ 雇用・労災・
公災・健康・
厚生・財形

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

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

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

警備職員（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

半導体製品の目視検査 株式会社　スカイネット
長野支店

長野県松本市石芝４丁目７－１１　ガーデン
ハイツ　オリエンタル　４Ａ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

交通警備 有限会社　第一警備保障 長野県塩尻市大字宗賀３６４５－６ 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

造形　【ヤマトインテッ
ク】

株式会社　スカイネット
長野支店

長野県松本市石芝４丁目７－１１　ガーデン
ハイツ　オリエンタル　４Ａ

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

仕上げ工　【ヤマトイン
テック】

株式会社　スカイネット
長野支店

長野県松本市石芝４丁目７－１１　ガーデン
ハイツ　オリエンタル　４Ａ

雇用・労災・
健康・厚生

ガス溶接技能者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

自動車の部品の検査
【ヤマトインテック】

株式会社　スカイネット
長野支店

長野県松本市石芝４丁目７－１１　ガーデン
ハイツ　オリエンタル　４Ａ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

溶解作業　【ヤマトイン
テック】

株式会社　スカイネット
長野支店

長野県松本市石芝４丁目７－１１　ガーデン
ハイツ　オリエンタル　４Ａ

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

交通誘導警備員 株式会社グローバルガー
ド

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 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

半導体製品の製造 株式会社　スカイネット
長野支店

長野県松本市石芝４丁目７－１１　ガーデン
ハイツ　オリエンタル　４Ａ

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

工業用切断砥石製造 清水商事　株式会社 長野県塩尻市大字洗馬２９７１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護職員 松塩筑木曽老人福祉施設
組合

長野県塩尻市大字広丘郷原１６８３番地１ 雇用・労災・
公災・健康・
厚生・財形

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

交通誘導・駐車場警備員
（松本）《新プロジェク
ト始動》

株式会社グローバルガー
ド

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

警備員検定試験（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

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

158,000円～186,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6610（従業員数 14人 ）
正社員 20020-12436221 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)8時00分～18時00分

185,000円～185,000円

TEL 0263-75-0350（従業員数 6人 ）
正社員 20020-12661121 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)9時00分～18時00分

147,000円～175,200円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-51-5022（従業員数 20人 ）
正社員 20020-12182321 就業場所 長野県塩尻市 給付

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

156,200円～171,700円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6610（従業員数 14人 ）
正社員以外 20020-12437521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)7時50分～16時50分

169,344円～169,344円

TEL 0263-58-2075（従業員数 13人 ）
正社員以外 20020-12398221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)7時50分～16時50分

163,200円～163,200円

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
正社員以外 20020-12380221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時45分～12時30分

1,300円～1,600円

TEL 0263-51-0333（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-12187721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～18時00分

1,000円～1,500円

TEL 0263-53-3741（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020-12709021 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,190円～1,390円

TEL 0263-36-2671（従業員数 818人 ）
パート労働者 20020-12846921 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

950円～1,375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 ）
パート労働者 20020-12624421 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
不問

1,145円～1,345円

TEL 0263-36-2671（従業員数 818人 ）
パート労働者 20020-12847121 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問 (1)8時30分～13時30分

1,150円～1,300円 (2)10時00分～15時00分

TEL 0263-54-2660（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-12177121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,030円～1,280円

TEL 0263-51-1128（従業員数 75人 ）
パート労働者 20020-12312021 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

7,500円～10,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 70人 ）
パート労働者 20020-12540221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～12時30分

1,200円～1,200円 (2)14時30分～18時30分

TEL 080-0800-3382（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020-12792721 就業場所 長野県塩尻市

日給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

7,500円～8,500円

TEL 0263-53-5414（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020-12215021 就業場所 長野県塩尻市

交通警備 有限会社　第一警備保障 長野県塩尻市大字宗賀３６４５－６ 雇用・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

クリニックの医療事務 シルバー内科クリニック 長野県塩尻市大字広丘高出１４８６－５３４ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

交通誘導・駐車場警備員
（松本）《新プロジェク
ト始動》

株式会社グローバルガー
ド

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 雇用・労災 交通誘導警備業務検定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

訪問介護員 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 労災 介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 不問

ホームヘルパー２級

看護師（オープニングス
タッフ）

株式会社　オフィスＰｄ
ｊ

長野県塩尻市大門一番町１２－２
塩尻市市民交流センター５０３号

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

訪問介護員◆業界最大手
ニチイ◆松本・塩尻エリ
ア

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

介護福祉士

警備スタッフ（中信） 株式会社　エム・エス・
ディ　本社

長野県松本市旭１丁目４－２ 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

【夜間】訪問介護員◆業
界最大手ニチイ◆松本・
塩尻エリア

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

介護福祉士

電気工事 株式会社　赤羽電工 長野県塩尻市大字柿沢５４－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

第一種電気工事士

第二種電気工事士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師 医療法人　楽明会　穂苅
整形外科リウマチクリ
ニック

長野県塩尻市大字広丘野村２０５４－６ 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

郵便・荷物外務業務 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

自動二輪車免許

原動機付自転車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便配達（洗馬）≪急募
≫

日本郵便　株式会社　松
本南郵便局

長野県松本市平田東２－１７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

自動二輪車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職員（グループホー
ムさとび）

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

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）

法令の規定
により年齢
制限がある

介護職員初任者研修修了
者

施設受付業務　＜急募＞ セコムジャスティック上
信越　株式会社　松本営
業所

長野県塩尻市大字広丘高出１５８２番地１
橋詰ビル３階

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

電気工事≪急募≫ 株式会社　小澤電気 長野県塩尻市大門８６８－２００ 雇用・労災・
健康・厚生

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護職員（グループホー
ムさとび）

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

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
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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)6時30分～9時00分

900円～1,158円 (2)0時00分～9時00分

(3)17時00分～21時59分

TEL 0263-52-3994（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020-12586321 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)0時00分～9時00分

900円～1,150円 (2)9時00分～16時00分

(3)16時00分～22時00分

TEL 0263-52-3994（従業員数 17人 ）
パート労働者 20020-12579621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時30分～16時15分

1,145円～1,145円

TEL 0263-53-7564（従業員数 43人 ）
パート労働者 20020-12819421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～13時30分

950円～1,100円 (2)10時00分～15時00分

(3)12時15分～17時15分

TEL 0263-54-2660（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-12174321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時00分～19時00分

900円～1,100円 (2)10時00分～17時00分

TEL 0263-52-0446（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020-12282721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)14時00分～18時00分

1,000円～1,031円 (2)11時00分～15時00分

(3)9時00分～16時00分

TEL 0263-31-0733（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-12322821 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 (1)17時00分～22時00分

880円～1,000円 (2)13時00分～22時00分

(3)8時00分～14時00分

TEL 0263-51-5000（従業員数 29人 ）
パート労働者 20020-12518421 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～64歳 (1)22時00分～8時00分

880円～1,000円

TEL 0263-51-5000（従業員数 29人 ）
パート労働者 20020-12519321 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時30分～16時30分

990円～990円 (2)10時00分～19時30分

(3)16時30分～10時00分

TEL 0263-36-2671（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020-12836321 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 (1)5時30分～11時00分

950円～950円

TEL 0263-51-5000（従業員数 29人 ）
パート労働者 20020-12517521 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

877円～940円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6610（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-12434721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

880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 20020-12889021 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 20020-12191921 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)8時30分～17時30分

880円～910円 (2)7時30分～16時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0263-53-5090（従業員数 11人 ）
パート労働者 20020-12222921 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)6時50分～15時50分

900円～900円 (2)11時20分～20時20分

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
パート労働者 20020-12376621 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)10時50分～19時50分

900円～900円 (2)11時20分～20時20分

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
パート労働者 20020-12378121 就業場所 長野県塩尻市

郵便、郵便業務全般
（シフト勤務）

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

郵便、郵便業務全般
（シフト勤務）

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・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職 小規模多機能型居宅介護
施設　れんげ荘　【株式
会社　藤川組】

長野県塩尻市広丘堅石１１９０－３ 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

一般事務（長寿課）【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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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ヶ月以上）

不問

介護兼事務職員（ケアハ
ウスなごみ）

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

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

レストラン厨房・ホ一ル
業務

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員［塩尻市大門］
認知症グループホーム
早遅夜勤

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

ナイトフロント業務 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

フロント業務 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

児童指導員または保育士 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

労災 保育士

雇用期間の定めなし 不問

店頭接客販売　≪急募≫ 有限会社　十字屋商店 長野県塩尻市大字洗馬２６９８番地 労災

雇用期間の定めなし 不問

介護福祉士（オープニン
グスタッフ）

株式会社　オフィスＰｄ
ｊ

長野県塩尻市大門一番町１２－２
塩尻市市民交流センター５０３号

労災 介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

生活支援員 社会福祉法人　塩尻市社
会福祉協議会

長野県塩尻市大字広丘堅石２１５１－２ 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

販売（コンビニエンスス
トア）

有限会社　アイ・プラン
ニング

長野県塩尻市大字広丘高出３８４－５ 労災・その他

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

販売（コンビニエンスス
トア）

有限会社　アイ・プラン
ニング

長野県塩尻市大字広丘高出３８４－５ 労災・その他

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
不問 (1)6時20分～8時20分

900円～900円 (2)15時30分～17時30分

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
パート労働者 20020-12379021 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 (1)9時00分～15時00分

900円～900円

TEL 0263-51-5000（従業員数 29人 ）
パート労働者 20020-12521021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)13時30分～18時00分

890円～890円 (2)8時40分～13時00分

TEL 0263-58-3393（従業員数 11人 ）
パート労働者 20020-12269221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)9時30分～14時00分

880円～880円 (2)14時00分～20時00分

TEL 0263-53-2818（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020-12362721 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 0263-53-2818（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-12363821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

880円～880円 (2)9時00分～15時00分

(3)8時00分～15時00分

TEL 0263-53-4611（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-12633321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～14時30分

880円～880円 (2)7時30分～14時30分

TEL 0263-53-6330（従業員数 24人 ）
パート労働者 20020-12757621 就業場所 長野県塩尻市

自動車運転免許証更新受
付事務

一般財団法人　長野県交
通安全協会　中南信事務
所

長野県塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原７３－１１
６　　　　　　　　　　中南信運転免許セン
ター内

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

清掃 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

クリーニング品の仕上げ
及び包装スタッフ

有限会社　クリーニング
昭和塩尻

長野県塩尻市大字広丘堅石２１４５－３６２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

クリーニングの受渡し業
務（ツルヤ広丘店）

有限会社　クリーニング
昭和塩尻

長野県塩尻市大字広丘堅石２１４５－３６２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

医療事務 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

客室清掃≪急募≫ 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

郵便、郵便業務全般
（区分業務）

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

開催企業： 名鉄自動車整備 株式会社 松本支店

日 時： 令和 4 年７月１９日（火） １１：００～１２：００

開催場所 : ハローワーク木曽福島 １階会議室

募集職種：自動車の整備 （正社員） 〈就業場所：木曽分工場〉

持 ち 物： 筆記用具、マスク
求人番号：20020-10363521

資格のない方OK!!

※面接を希望される方は、履歴書・紹介状をお持ちください。

応募を前提としない説明会です。お気軽にご参加ください。

※マスクの着用をお願いします。

発熱ほか風邪症状のある方はご遠慮ください。

ハローワーク木曽福島 Tel 0264-22-2233

問い合わせ先
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