
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 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳

270,000円～380,000円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
正社員 20020-13867921 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

255,000円～370,000円

TEL 0263-53-5739（従業員数 8人 ）
正社員 20020-13528121 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30分～17時30分

336,000円～354,000円 (2)8時30分～13時00分

(3)8時30分～13時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020-13580821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

220,000円～320,000円

TEL 0263-53-1673（従業員数 7人 ）
正社員 20020-13756021 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

232,500円～310,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-13953321 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 20020-13954621 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 20020-13989621 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

264,000円～300,000円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020-13913621 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)4時30分～14時00分

182,160円～282,200円 (2)10時30分～20時00分

(3)6時30分～15時30分

TEL 0263-36-1721（従業員数 21人 ）
正社員以外 20020-13832321 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

201,300円～281,800円 (2)9時00分～18時00分

(3)11時30分～20時30分

TEL 0263-51-6211（従業員数 121人 ）
正社員 20020-13658921 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)3時00分～12時00分

220,000円～280,000円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
正社員 20020-13864421 就業場所 長野県塩尻市

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

大型ドライバー 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

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 定年を上限

建築技術者（テクニカル
マネージャー）

株式会社　アイワショウ 長野県塩尻市大字広丘高出１９５３番地－３ 雇用・労災・
健康・厚生

二級建築士

２級建築施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

薬剤師 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

薬剤師

雇用期間の定めなし 定年を上限

水道設備工事全般　≪急
募≫

成岡設備　有限会社 長野県塩尻市大字桟敷１３６－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

サービスサポート企画業
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

需給管理業務　【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

販売管理業務（ホーム・
オフィス製品）【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

訪問看護（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

調理師・調理員（桔梗ヶ
原病院）

シダックス　フードサー
ビス　株式会社　相澤病
院事業所

長野県松本市本庄２－５－１　
　社会医療法人財団慈泉会　相澤病院（栄養
科）内

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

調理師

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

特別養護老人ホームの
【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

雇用期間の定めなし 定年を上限

ドライバー（４ｔ） 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

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

大型自動車免許

℡ 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４日発行 （７月２７日～８月２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ヶ月単位）
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

230,000円～280,000円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
正社員 20020-13865321 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時20分

213,000円～279,000円

TEL 0263-57-5200（従業員数 11人 ）
正社員 20020-13535921 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～279,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-13813221 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～279,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-13819121 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)8時00分～17時10分

219,500円～266,400円

TEL 0263-98-5761（従業員数 134人 ）
正社員 20020-13540421 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
35歳以下 (1)8時30分～17時20分

175,000円～265,000円

TEL 0263-57-5200（従業員数 11人 ）
正社員 20020-13534621 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 20020-13950221 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
18歳～64歳 (1)8時00分～17時30分

211,000円～253,200円

TEL 0263-87-3415（従業員数 3人 ）
正社員 20020-13780721 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
18歳～59歳 月額換算 (1)8時15分～17時15分

208,940円～251,020円 (2)20時15分～5時15分

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-13771021 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

時給
18歳～59歳 月額換算 (1)20時15分～5時00分

205,954円～250,533円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-13721121 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

180,000円～250,000円

TEL 0263-52-1585（従業員数 80人 ）
正社員 20020-13853821 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

210,000円～250,000円

TEL 0263-52-1585（従業員数 80人 ）
正社員 20020-13854221 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

210,000円～250,000円

TEL 0263-52-1585（従業員数 80人 ）
正社員 20020-13856421 就業場所 長野県塩尻市

ドライバー（４ｔ） 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

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

大型自動車免許

技術営業（プロパンユー
ザー）

株式会社　宮原酸素 長野県塩尻市広丘吉田１０７８－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

液化石油ガス設備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

部品表整備／ＣＡＤ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

エレキ評価業務【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

製造作業員 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

技術営業（高圧ガス工
事）

株式会社　宮原酸素 長野県塩尻市広丘吉田１０７８－１ 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

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 法令の規定

により年齢
制限がある

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 法令の規定
により年齢
制限がある

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 法令の規定

により年齢
制限がある

介護福祉士

産業設備の設置・機械メ
ンテナンス・製造　／
未経験者歓迎

吉江機械株式会社 長野県塩尻市大字広丘高出２００８番地１１ 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

移動式クレーン運転士

製品の洗浄・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

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

カメラ部品の納品管理 株式会社　栄光製作所 長野県塩尻市広丘郷原１０００－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動旋盤技術職 株式会社　栄光製作所 長野県塩尻市広丘郷原１０００－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

品質管理職 株式会社　栄光製作所 長野県塩尻市広丘郷原１０００－６ 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)8時00分～17時00分

180,000円～250,000円

TEL 0263-52-1585（従業員数 80人 ）
正社員 20020-13857321 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

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 変形（1年単位）
62歳以下 (1)8時30分～17時30分

183,500円～249,500円

TEL 0263-86-0891（従業員数 16人 ）
正社員 20020-13828021 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30分

183,500円～249,500円

TEL 0263-86-0891（従業員数 16人 ）
正社員 20020-13829721 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 5人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-13868121 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 変形（1年単位）
59歳以下 (1)6時00分～16時00分

220,000円～246,000円 (2)6時30分～10時30分

TEL 0263-52-0624（従業員数 20人 ）
正社員 20020-13638521 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

180,000円～240,000円

TEL 0263-52-1585（従業員数 80人 ）
正社員 20020-13858621 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～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

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～230,000円

TEL 0263-52-1585（従業員数 80人 ）
正社員 20020-13855521 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)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

切削工具加工職 株式会社　栄光製作所 長野県塩尻市広丘郷原１０００－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

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

【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

大型ドライバー 長野喜楽鉱業　株式会社 長野県塩尻市大字広丘吉田２９０２－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 長野喜楽鉱業　株式会社 長野県塩尻市大字広丘吉田２９０２－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

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

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

ルート営業及び配送・
ピッキング≪急募≫

株式会社　ヨネクボ 長野県塩尻市大字大門５－４－５５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

部品検査員 株式会社　栄光製作所 長野県塩尻市広丘郷原１０００－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

自動旋盤加工職 株式会社　栄光製作所 長野県塩尻市広丘郷原１０００－６ 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 法令の規定
により年齢
制限がある

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 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
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

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

169,160円～226,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-13772721 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 月額換算 (1)17時00分～2時00分

190,080円～224,640円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-13816321 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15分

186,280円～224,240円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-13767521 就業場所 長野県塩尻市

日給
44歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

161,000円～221,000円

TEL 0263-52-8879（従業員数 4人 ）
正社員 20020-13894021 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

時給
18歳～59歳 月額換算 (1)5時00分～14時00分

181,040円～219,000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 20020-13766221 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～59歳 月額換算 (1)20時15分～5時00分

168,400円～216,400円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-13827121 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

172,800円～216,000円

TEL 0263-74-2042（従業員数 7人 ）
正社員 20020-13564821 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15分

178,040円～216,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-13770121 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

179,100円～211,000円

TEL 0263-98-5761（従業員数 109人 ）
正社員 20020-13680621 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 交替制あり
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

178,000円～210,000円 (2)10時30分～19時30分

(3)8時30分～17時30分

TEL 0263-51-0920（従業員数 12人 ）
正社員 20020-13554021 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 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-13701321 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00分

170,600円～208,720円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-13716821 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 20020-13891621 就業場所 長野県塩尻市

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 法令の規定
により年齢
制限がある

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

製造 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

法令の規定
により年齢
制限がある

フォークリフト業務 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

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

一般事務・検査 株式会社　コソブ精機工
業舎

長野県塩尻市大字片丘９８２８－１９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

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

鉄類の溶解 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

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

自動成形機オペレーター 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

建築土木工事作業員
【急募】【会社・現場見
学歓迎】

株式会社　ＫＲＳ 長野県塩尻市大字大門１０７９番地２８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

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

営業補佐・事務 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

日商簿記３級

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護職 株式会社　慈泉閣 長野県塩尻市大字片丘１０３７９ 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

カメラ部品の検査 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

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

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
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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)8時00分～17時00分

200,500円～200,500円

TEL 0263-58-0122（従業員数 81人 ）
正社員 20020-13800921 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～17時00分

200,500円～200,500円

TEL 0263-58-0122（従業員数 81人 ）
正社員 20020-13866621 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

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 20020-13702621 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

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 20020-13718521 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

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時00分

165,750円～198,900円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-13789021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～15時30分

151,000円～197,700円 (2)9時00分～17時30分

(3)10時00分～18時30分

TEL 0263-53-5000（従業員数 70人 ）
正社員以外 20020-13903421 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～194,920円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-13725221 就業場所 長野県塩尻市

日給
60歳以上 月額換算 (1)8時30分～17時00分

172,800円～194,400円 (2)22時00分～5時30分

TEL 0263-88-9240（従業員数 24人 ）
正社員以外 20020-13649621 就業場所 長野県塩尻市ほか

日給
18歳以上 月額換算 (1)8時30分～17時00分

172,800円～194,400円 (2)22時00分～5時30分

TEL 0263-88-9240（従業員数 24人 ）
正社員以外 20020-13650021 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時00分

154,175円～192,325円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-13698621 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
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

170,500円～186,000円

TEL 0263-24-8000（従業員数 11人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-13633121 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

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

リフトマン兼業務補助及
び配送運転業務　　【急
募】

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

フォークリフト運転技能
者

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

トラック運転手（大型）
≪急募≫

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

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 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

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

部品の梱包・出荷準備 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

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

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

介護職員（施設採用職
員）【桔梗荘】

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・
健康・厚生・
財形

介護職員初任者研修修了
者

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

社会福祉士

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

交通誘導警備員（中信地
域）（６０歳以上専用求
人）【急募】

チューリップライフ　株
式会社　松本営業所

長野県松本市大字和田４０２０－２５ 雇用・労災・
健康・厚生

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

交通誘導警備員（中信地
域）【急募】

チューリップライフ　株
式会社　松本営業所

長野県松本市大字和田４０２０－２５ 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

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

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

電子部品の製造【急募】 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

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
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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)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 (1)8時00分～17時00分

1,500円～1,500円

TEL 090-2228-8219（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-13860721 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)9時45分～19時15分

1,140円～1,290円 (2)9時45分～13時15分

TEL 0263-51-2530（従業員数 9人 ）
パート労働者 20020-13875921 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～15時00分

950円～1,200円

TEL 0263-36-1721（従業員数 21人 ）
パート労働者 20020-13831421 就業場所 長野県塩尻市

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

880円～1,200円

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～16時10分

930円～1,130円

TEL 0263-52-1585（従業員数 80人 ）
パート労働者 20020-13851021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

877円～1,096円

TEL 0263-83-7342（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020-13663421 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,020円～1,020円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020-13884121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～17時30分

960円～960円

TEL 0263-25-2345（従業員数 16人 ）
パート労働者 20020-13632921 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 20020-13881321 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 20020-13878721 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)7時00分～11時30分

910円～910円 (2)7時00分～14時30分

(3)12時30分～16時30分

TEL 0263-35-3344（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-13622621 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

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020-13889521 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)15時00分～20時00分

880円～900円

TEL 0263-86-6051（従業員数 9人 ）
パート労働者 20020-13581221 就業場所 長野県塩尻市

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

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

警備員 松本警備綜合保障 長野県松本市高宮中７－１９　１０５号 労災

雇用期間の定めなし 不問

販売（店舗） ファッションセンターし
まむら　塩尻店

長野県塩尻市宗賀７３－１３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理補助（桔梗ヶ原病
院）

シダックス　フードサー
ビス　株式会社　相澤病
院事業所

長野県松本市本庄２－５－１　
　社会医療法人財団慈泉会　相澤病院（栄養
科）内

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

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 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

カメラ部品の検査・納品
業務

株式会社　栄光製作所 長野県塩尻市広丘郷原１０００－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

店舗販売接客（広丘野村
店）

株式会社　とをしや薬局 長野県安曇野市穂高有明１００２２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

図書館司書業務【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

司書

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

一般事務及びショールー
ム受付業務（塩尻店）

松本日産自動車　株式会
社

長野県松本市高宮北３番６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

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

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

清掃業務（塩尻市市民交
流センターえんぱーく）

株式会社　サニウェイ
松本営業所

長野県松本市白板１－９－２６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

一般事務マイナンバー業
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

販売員≪急募≫ 株式会社　西松屋チェー
ン　塩尻北インター店

長野県塩尻市大字広丘吉田１０３３－１ 労災

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
不問

900円～900円

TEL 0263-53-6002（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020-13608121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)12時00分～18時00分

900円～900円

TEL 0263-57-7886（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020-13841921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時45分～11時45分

900円～900円

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
パート労働者 20020-13914921 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)0時00分～3時00分

880円～880円

TEL 0263-31-5100（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-13870221 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

151,200円～252,000円

TEL 0264-34-2148（従業員数 35人 ）
正社員以外 20100-  973421 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～18時00分

170,000円～210,000円

TEL 0264-34-3323（従業員数 35人 ）
正社員以外 20100-  962821 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下

880円～950円

TEL 0264-52-1235（従業員数 48人 ）
パート労働者 20100-  957421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

900円～900円

TEL 0264-52-1235（従業員数 48人 ）
パート労働者 20100-  961721 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～880円

TEL 0264-34-3888（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  984921 就業場所 長野県塩尻市

営業事務 ネオテック　株式会社 長野県塩尻市宗賀字牧野３７１２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

理（美）容アシスタント ＭＩＹＯＳＨＩ 長野県塩尻市大門泉町１－１ その他 理容師

雇用期間の定めなし 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

構内作業 有限会社　八洲ロジテッ
ク

長野県塩尻市大字広丘野村１９２３ 労災 ８トン限定中型自動車免
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

木工 中田産業　株式会社 長野県塩尻市大字木曽平沢字長瀬２２９４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

一般事務／営業サポート
《開発・デザイン》

酒井産業　株式会社 長野県塩尻市大字贄川２３０７－２ 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（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 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

衛生職（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

雇用期間の定めなし 不問

販売・接客 一般財団法人　塩尻・木
曽地域地場産業振興セン
ター

長野県塩尻市大字木曽平沢２２７２番地７ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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。

★お知らせ★

来週のホット求人情報は休刊となります。

次回は、８月１８日（木）の発行予定です。
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