
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 2人 ）
正社員 20020-14019621 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

150,000円～470,000円

TEL 0263-54-0097（従業員数 7人 ）
正社員 20020-14821521 就業場所 長野県塩尻市

月給
40歳以下 (1)8時10分～18時00分

246,304円～378,256円

TEL 0263-54-4778（従業員数 15人 ）
正社員 20020-14253921 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

150,000円～370,000円

TEL 0263-54-0097（従業員数 7人 ）
正社員 20020-14822421 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

206,500円～360,000円

TEL 0263-52-8655（従業員数 34人 ）
正社員 20020-14277421 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

206,500円～360,000円

TEL 0263-52-8655（従業員数 34人 ）
正社員 20020-14280021 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～350,000円

TEL 0263-53-3393（従業員数 40人 ）
正社員 20020-14283221 就業場所 長野県塩尻市

日給
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

265,200円～331,500円

TEL 0263-87-8346（従業員数 5人 ）
正社員 20020-14313821 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 10人 ）
正社員 20020-14426721 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

250,000円～320,000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 20020-14652721 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

250,000円～320,000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 20020-14654221 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時15分

190,000円～320,000円

TEL 0263-86-0702（従業員数 11人 ）
正社員 20020-14817921 就業場所 長野県塩尻市

建設業（現場管理・施工
管理）

株式会社　真陽建設 長野県塩尻市広丘吉田５４７－７ 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

２級建築施工管理技士

二級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

１級建築施工管理技士

警備管理職　（幹部社
員）

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

警備員検定試験（２級）

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

管制職　（幹部社員） 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

警備員検定試験（２級）

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

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

土木工事業全般 株式会社　景観創造 長野県塩尻市大字洗馬２４９３番地６ 雇用・労災・
健康・厚生

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

溶接・架装組立・金属塗
装・木工

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

ソフトウェア設計開発業
務

株式会社　マイクロネッ
ト　信州事業所

長野県塩尻市大字広丘野村１３７６－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ハードウェア設計開発業
務

株式会社　マイクロネッ
ト　信州事業所

長野県塩尻市大字広丘野村１３７６－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＣＡＤ・ＣＡＭ営業・サ
ポート

株式会社　プロノハーツ 長野県塩尻市大門並木町９－２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

美容用品の営業（理美容
室への業務用化粧品の販
売）

株式会社　サンレア 長野県塩尻市大字広丘野村２０１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ゲーム・ＶＲプログラ
マー・デザイナー

株式会社　プロノハーツ 長野県塩尻市大門並木町９－２４ 雇用・労災・
健康・厚生

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 有限会社エイチ・オー・
エス

長野県塩尻市広丘野村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８月１８日発行 （８月２日～８月１６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
44歳以下 (1)9時00分～18時00分

200,000円～300,000円

TEL 0263-87-0420（従業員数 7人 ）
正社員 20020-14128821 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時00分～17時30分

200,000円～300,000円

TEL 0263-51-0318（従業員数 5人 ）
正社員 20020-14212121 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時00分～17時30分

250,000円～300,000円 (2)8時30分～17時00分

TEL 0263-51-0318（従業員数 5人 ）
正社員以外 20020-14214721 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

197,800円～290,035円

TEL 0263-54-0742（従業員数 7人 ）
正社員 20020-14666621 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～18時30分

200,000円～290,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-51-0333（従業員数 15人 ）
正社員 20020-14193721 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15分～17時15分

200,200円～284,300円 (2)17時15分～2時15分

TEL 0263-52-0626（従業員数 261人 ）
正社員 20020-14935221 就業場所 長野県塩尻市 給付

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

226,000円～274,300円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-52-3321（従業員数 130人 ）
正社員 20020-14611721 就業場所 長野県塩尻市 厚生・拠出

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

197,000円～265,000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 20020-13950221 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

197,000円～265,000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 20020-13994521 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

197,000円～265,000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 20020-14000321 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

221,000円～264,300円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-52-3321（従業員数 130人 ）
正社員 20020-14612821 就業場所 長野県塩尻市 厚生・拠出

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

214,000円～264,000円

TEL 0263-86-8722（従業員数 18人 ）
正社員 20020-14233521 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1年単位）
44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 27人 ）
正社員 20020-14196521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

231,000円～251,000円

TEL 0263-31-3772（従業員数 33人 ）
正社員 20020-14113421 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30分～17時15分

180,000円～250,000円

TEL 0263-58-2829（従業員数 21人 ）
正社員 20020-13919221 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30分～17時30分

165,000円～250,000円

TEL 0263-52-8216（従業員数 28人 ）
正社員 20020-13947921 就業場所 長野県塩尻市

電気・制御設計（Ｉ・Ｕ
ターン併用求人）

株式会社　サン・ブライ
ト

長野県塩尻市宗賀平出６７－１ 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

システムキッチンの製造 株式会社　二木製作所 長野県塩尻市大字広丘吉田１０９６ 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

看護職（ウィズ塩尻） 株式会社　ソーシャル・
ネットワーク

長野県松本市並柳１－１６－２４ 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 定年を上限

大型トラック運転手≪急
募≫（主要業務　建設重
機輸送）

株式会社　新川重機 長野県塩尻市大字広丘吉田３１８２ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

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

製品粉砕行程運転・運搬 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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

フォークリフト運転技能
者　ショベルローダー等
運転技能者　車両系建設
機械（整地・運搬・積込
用及び掘削用）運転技能
者

介護福祉士（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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

グループホーム介護職員 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 定年を上限

介護福祉士

看護助手（ケアワー
カー）

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 定年を上限

介護職員 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 定年を上限

介護福祉士

介護福祉士（介護医療
院）

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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車及び建設機械部品
の加工

株式会社　ヤマトイン
テック

長野県塩尻市大字広丘野村１０４８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

理学療法士 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 雇用・労災・
健康・厚生

理学療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

商品開発 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

官庁工事の監理及び建築
設計

有限会社　和建築設計事
務所

長野県塩尻市大字広丘高出字西原１９５５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

建築設計 有限会社　和建築設計事
務所

長野県塩尻市大字広丘高出字西原１９５５－３ 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 不問

木造建築士

損害保険・生命保険営業 株式会社　アクセス 長野県塩尻市大字広丘吉田７８５－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成
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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30分～17時30分

165,000円～250,000円

TEL 0263-52-8216（従業員数 28人 ）
正社員 20020-13949021 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問 (1)10時00分～18時00分

190,000円～250,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0263-87-7889（従業員数 7人 ）
正社員 20020-13963921 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時20分～17時15分

180,000円～250,000円

TEL 0263-52-0329（従業員数 27人 ）
正社員 20020-14519421 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

200,000円～250,000円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
正社員 20020-14569321 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

210,000円～250,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-86-6001（従業員数 14人 ）
正社員 20020-14905921 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 20020-14945421 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

206,000円～249,250円

TEL 0263-24-8000（従業員数 10人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-14106321 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時00分～17時45分

186,000円～248,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-13978521 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)8時15分～17時15分

200,200円～248,000円 (2)5時00分～14時00分

(3)15時00分～0時00分

TEL 0263-52-0626（従業員数 261人 ）
正社員 20020-14934821 就業場所 長野県塩尻市 給付

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

189,720円～237,150円

TEL 0263-88-5763（従業員数 8人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-13924721 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

197,625円～237,150円

TEL 0263-88-5763（従業員数 8人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-14329021 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～236,500円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-35-9440（従業員数 47人 ）
正社員以外 20020-14305821 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
64歳以下 (1)8時15分～17時05分

180,000円～230,000円

TEL 0263-52-1100（従業員数 37人 ）
正社員 20020-14731021 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1年単位）
61歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

197,800円～227,900円

TEL 0263-54-0742（従業員数 42人 ）
正社員 20020-14671521 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

197,800円～227,900円

TEL 0263-54-0742（従業員数 42人 ）
正社員 20020-14672421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～39歳 (1)9時00分～20時00分

207,950円～227,450円 (2)20時00分～9時00分

(3)9時00分～18時00分

TEL 026-227-8588（従業員数 30人 ）
正社員 20020-14392321 就業場所 長野県塩尻市 拠出

機械警備サービススタッ
フ（塩尻市）　【正社
員】

セコム上信越　株式会社
松本支社

長野県松本市双葉１０ー２２　双葉町ビルＢ棟
３階

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

荷物の入出庫作業 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

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

食品製造 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

その他の食料品製造関係
資格

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

購買（生産部） カンリウ工業　株式会社 長野県塩尻市大字広丘野村１５２６－１ 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

交通誘導警備員　　【未
経験者歓迎】

有限会社　サービス長野 長野県松本市中条２－１５
メゾン・ド・ロワール２０１

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 定年を上限

製品の安全設計、試験業
務

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

試作・評価業務 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

自動車エンジン部品（鋳
造）の製造工程スタッフ

株式会社　ヤマトイン
テック

長野県塩尻市大字広丘野村１０４８ 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

評価業務（開発段階商
材）【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

開発補助 株式会社　エイジェック
松本オフィス

長野県松本市野溝西２丁目２番３２号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

総合職（医療機器の製
造）

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

人事・総務 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

事務員 有限会社　八洲ロジテッ
ク

長野県塩尻市大字広丘野村１９２３ 雇用・労災・
健康・厚生

運行管理者（貨物）

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

中型自動車免許

段ボールケース製造 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

【塩尻市新規オープン】
【保育士・児童指導員】
療育活動

合同会社　ＲＩＧＨＴＭ
ＡＮ　ＧＲＯＵＰ

長野県松本市梓川倭９２３－４ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

社会福祉士

雇用期間の定めなし 不問

精神保健福祉士

装置の組立・配線業務及
び調整・検査業務　≪急
募≫

株式会社　サン・ブライ
ト

長野県塩尻市宗賀平出６７－１ 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
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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
18歳～64歳 月額換算 (1)8時15分～17時15分

227,360円～227,360円 (2)17時00分～2時00分

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-14072221 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 20020-14073521 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)8時15分～17時15分

227,360円～227,360円 (2)20時15分～5時15分

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-14075321 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)9時00分～18時00分

170,000円～220,000円

TEL 0263-51-2526（従業員数 2人 ）
正社員 20020-14025421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

170,000円～220,000円

TEL 0263-51-2526（従業員数 2人 ）
正社員 20020-14030821 就業場所 長野県塩尻市

日給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

168,480円～214,704円 (2)9時00分～18時00分

(3)20時00分～4時00分

TEL 0263-50-5242（従業員数 18人 ）
正社員 20020-14493821 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

213,849円～213,849円

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-14807321 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 月額換算 (1)8時30分～17時15分

190,080円～213,840円 (2)20時30分～5時15分

TEL 0263-24-8000（従業員数 30人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-14169821 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時45分～18時30分

210,000円～210,000円

TEL 0263-52-0498（従業員数 7人 ）
正社員 20020-15021021 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 20020-14998121 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

205,624円～205,624円

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-14804221 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

173,910円～205,530円

TEL 0263-88-5763（従業員数 8人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-13927521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)5時00分～14時00分

200,500円～200,500円

TEL 0263-58-0122（従業員数 81人 ）
正社員 20020-14919521 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

190,000円～200,000円

TEL 0266-44-5353（従業員数 10人 ）
正社員 20020-13962621 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

155,000円～200,000円 (2)17時00分～8時00分

TEL 0263-31-5751（従業員数 30人 ）
正社員 20020-14221021 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

155,000円～200,000円 (2)17時00分～8時00分

TEL 0263-31-5751（従業員数 30人 ）
正社員 20020-14245921 就業場所 長野県塩尻市ほか

施設警備員　　【常駐】 株式会社　アイ・エス警
備

長野県松本市大字島内３５３２番地７ 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 定年を上限

警備員【工事現場・イベ
ント他】

株式会社　アイ・エス警
備

長野県松本市大字島内３５３２番地７ 雇用・労災・
健康・厚生

雑踏警備業務検定２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

し尿、浄化槽の収集等運
転作業員≪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

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

トラック運転手（日勤食
品ドライバー）【職場見
学可】

松本運送　株式会社 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

調達業務 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

【日勤のみ高時給】半導
体部品のバリ取り、検査

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

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

歯科衛生士 歯科手塚医院 長野県塩尻市宗賀７３－２５８ 雇用・労災・
厚生・その他

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造（電子部品）作業員 株式会社　エイジェック
松本オフィス

長野県松本市野溝西２丁目２番３２号 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

【日勤のみ高時給】製
造、マシニング、旋盤業
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

警備員 株式会社　ユニオン警備
保障　松本支社

長野県松本市大字岡田松岡１６８番地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

営業 株式会社　リライト 長野県塩尻市広丘原新田２２５－１２
　塩原レジデンスＣ２０１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気工事 株式会社　リライト 長野県塩尻市広丘原新田２２５－１２
　塩原レジデンスＣ２０１

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

鋳物製品の製造　【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

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車部品の造形　【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

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車部品の製造オペ
レーター　【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ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

160,000円～200,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0263-52-0145（従業員数 49人 ）
正社員 20020-14976221 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時40分

199,000円～199,000円

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-14079021 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

166,410円～196,510円

TEL 0263-54-0742（従業員数 10人 ）
正社員以外 20020-14668121 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

181,280円～189,520円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-13956121 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 月額換算 (1)18時30分～3時30分

189,520円～189,520円

TEL 0263-31-3846（従業員数 0人 ）
正社員以外 20020-14385621 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00分

180,400円～188,600円

TEL 0263-31-3846（従業員数 0人 ）
正社員以外 20020-14386921 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

158,000円～186,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分

TEL 0263-51-6610（従業員数 72人 ）
正社員 20020-14414621 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時10分～18時00分

180,000円～180,000円

TEL 0263-54-4778（従業員数 15人 ）
正社員 20020-14258221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
69歳以下 月額換算 (1)5時30分～14時30分

163,400円～172,000円 (2)10時30分～19時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0263-86-5560（従業員数 8人 ）
正社員以外 20020-14739921 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

167,000円～167,000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 20020-13940721 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～16時30分

160,000円～160,000円

TEL 0263-88-2149（従業員数 3人 ）
正社員 20020-14799121 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30分～17時30分

157,320円～157,320円

TEL 0263-31-3846（従業員数 3人 ）
正社員以外 20020-14869121 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

152,520円～152,520円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-36-2671（従業員数 5人 ）
正社員 20020-14476021 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

152,520円～152,520円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-36-2671（従業員数 15人 ）
正社員 20020-14484721 就業場所 長野県塩尻市

その他 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 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 20020-14575521 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

141,723円～141,723円 (2)8時30分～17時00分

TEL 0263-26-1400（従業員数 80人 ）
正社員以外 20020-14198321 就業場所 長野県塩尻市ほか

金融窓口業務 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（正社員）二種免許
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

雇用期間の定めなし 定年を上限

［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

雇用・労災・
健康・厚生

メディカルクラーク（医
療事務技能審査）

雇用期間の定めなし 定年を上限

［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

雇用・労災・
健康・厚生

メディカルクラーク（医
療事務技能審査）

雇用期間の定めなし 定年を上限

研磨作業 株式会社　シンリアル 長野県塩尻市広丘野村２２１０　２Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

一般事務 株式会社　サン・スタッ
フ

長野県塩尻市大門５７－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

医事課　事務受付職員 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

医療事務資格

雇用期間の定めなし キャリア形
成

老人保健施設の給食業務
【萌生の里】

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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

美容材料の配達 株式会社　サンレア 長野県塩尻市大字広丘野村２０１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（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

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

ＮＣ旋盤加工及びマシニ
ング加工の機械オペレー
ター

株式会社　シンリアル 長野県塩尻市広丘野村２２１０　２Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ＮＣ旋盤加工及びマシニ
ング加工の機械オペレー
ター（夜勤）

株式会社　シンリアル 長野県塩尻市広丘野村２２１０　２Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

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

梱包・出荷準備《急募》 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

おやき、おこわ、つけも
のの製造

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

半導体の製造・検査
【ＤＯＷＡパワーデバイ
ス】

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

ヘルパー（看護補助員）
【急募】

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

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

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

141,723円～141,723円 (2)8時30分～17時00分

TEL 0263-26-1400（従業員数 10人 ）
正社員以外 20020-14202321 就業場所 長野県塩尻市ほか

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 2人 ）
パート労働者 20020-14020021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,090円～1,520円

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
パート労働者 20020-13973121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

950円～1,500円

TEL 0263-51-0318（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-14211921 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～70歳 (1)8時00分～17時00分

1,250円～1,400円

TEL 0263-88-5885（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020-15013021 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 20020-14651021 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

900円～1,200円

TEL 0263-54-7351（従業員数 68人 ）
パート労働者 20020-13970321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時30分～15時30分

880円～1,200円 (2)10時00分～19時00分

(3)10時30分～19時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
パート労働者 20020-13997621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

1,100円～1,200円

TEL 0263-52-2958（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-14635121 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

1,125円～1,125円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-88-5885（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020-15023821 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

1,125円～1,125円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-88-5885（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020-15025521 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～13時30分

950円～1,100円 (2)12時15分～17時15分

(3)8時30分～17時15分

TEL 0263-87-3639（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-14182921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,020円～1,020円

TEL 0263-54-0175（従業員数 1人 ）
パート労働者 20020-14265721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～12時15分

1,000円～1,000円

TEL 0263-25-4030（従業員数 2人 ）
パート労働者 20020-14168721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時00分～15時00分

930円～1,000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 20020-14890621 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳以上 (1)7時30分～16時00分

1,000円～1,000円 (2)16時00分～22時30分

TEL 0263-25-4030（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-14969221 就業場所 長野県塩尻市

施設警備員（えんてら
す）

株式会社　アシスト＆ソ
リューション

長野県松本市野溝西２丁目２－３２ 雇用・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

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

清掃スタッフ（ＤＯＷＡ
パワーデバイス）

株式会社　アシスト＆ソ
リューション

長野県松本市野溝西２丁目２－３２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

一般事務 塩尻市職員労働組合 長野県塩尻市大門７番町－３－３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護福祉士 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 介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

警備員（松本） 株式会社　ヤマタケ 長野県松本市渚４丁目１６－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

警備員（松本） 株式会社　ヤマタケ 長野県松本市渚４丁目１６－４ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

果樹の農作業・販売《短
期》

原遊覧園・原農園 長野県塩尻市大字宗賀桔梗ヶ原７１－５２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

メディカルアシスタント
（介護補助、看護補助）

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

介護職員 社会福祉法人　塩嶺福祉
協会

長野県塩尻市片丘６７７８－３ 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

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

警備員（松本） 株式会社　ヤマタケ 長野県松本市渚４丁目１６－４ 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

建築設計 有限会社　和建築設計事
務所

長野県塩尻市大字広丘高出字西原１９５５－３ 雇用・労災 一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 不問

木造建築士

看護助手（ケアワー
カー）

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 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

介護職員実務者研修修了
者

歯科技工士 有限会社エイチ・オー・
エス

長野県塩尻市広丘野村１６５８－２３ 労災 歯科技工士

雇用期間の定めなし 不問

融資窓口業務 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
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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 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 20020-14767821 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～69歳 (1)8時00分～17時00分

975円～975円

TEL 0263-35-9440（従業員数 47人 ）
パート労働者 20020-14310121 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

970円～970円 (2)9時00分～17時00分

TEL 0263-51-5110（従業員数 195人 ）
パート労働者 20020-14289121 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

960円～960円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020-15001421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

900円～950円

TEL 0263-51-1128（従業員数 75人 ）
パート労働者 20020-14586621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時00分～15時00分

950円～950円

TEL 0263-26-5704（従業員数 37人 ）
パート労働者 20020-15059521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

948円～948円

TEL 0263-52-1148（従業員数 66人 ）
パート労働者 20020-14950821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

930円～930円

TEL 0263-52-0329（従業員数 27人 ）
パート労働者 20020-14520921 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

930円～930円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020-14999021 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時00分

910円～910円 (2)8時45分～17時15分

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020-15000521 就業場所 長野県塩尻市

時給
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 20020-14142721 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)7時30分～12時00分

900円～900円 (2)7時30分～16時30分

TEL 0263-25-4030（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-14172621 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以上 (1)12時00分～13時30分

900円～900円 (2)16時00分～17時30分

TEL 0263-87-3639（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-14518521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

880円～900円

TEL 0263-54-0742（従業員数 42人 ）
パート労働者 20020-14669021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～11時30分

880円～880円 (2)7時00分～11時30分

(3)8時30分～12時00分

TEL 0263-31-0733（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-14601121 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

880円～880円 (2)9時00分～16時00分

TEL 0263-51-1608（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020-14803821 就業場所 長野県塩尻市

電線製造 有限会社　五味製作所 長野県塩尻市大字片丘４１８１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

清掃業務（みずほの里）
（さじきの里）

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

雇用期間の定めなし 不問

冷凍食品製造及び食品包
装

美勢商事　株式会社 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－３２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

利用者の送迎 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

清掃スタッフ（えんてら
す）

株式会社　アシスト＆ソ
リューション

長野県松本市野溝西２丁目２－３２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

一般事務（窓口業務）
【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

公園管理業務【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ヶ月未満）

不問

段ボールケース製造の仕
上げ

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

雇用期間の定めなし 不問

会計年度任用職員（パー
トタイム）試験研究補助
員（畑作部）

長野県野菜花き試験場 長野県塩尻市大字宗賀床尾１０６６－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

バス清掃業務　パート社
員　１名

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職 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 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

給食調理員【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 調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

医療機器の組立・調整・
検査（塩尻）

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

交通誘導警備員 有限会社　サービス長野 長野県松本市中条２－１５
メゾン・ド・ロワール２０１

雇用・労災 原動機付自転車免許

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
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