
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15分

195,200円～400,000円

TEL 0263-52-0626（従業員数 261人 ）
正社員 20020-17371921 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)7時00分～16時00分

270,000円～337,500円

TEL 0263-54-5656（従業員数 4人 ）
正社員 20020-17394421 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

210,000円～260,000円

TEL 0263-51-5110（従業員数 195人 ）
正社員 20020-17199121 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時30分～17時15分

200,000円～260,000円

TEL 0263-53-4411（従業員数 99人 ）
正社員 20020-17218121 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
39歳以下

171,500円～256,500円

TEL 0263-27-6700（従業員数 6人 ）
正社員 20020-17375821 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
35歳以下 (1)6時30分～15時30分

205,000円～250,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)8時00分～17時00分

TEL 0263-85-1205（従業員数 50人 ）
正社員 20020-17243121 就業場所 長野県塩尻市ほか

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 20020-17256521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時00分～16時45分

248,400円～248,400円

TEL 0263-54-4619（従業員数 8人 ）
正社員以外 20020-17387321 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～40歳 (1)8時15分～17時15分

197,200円～226,800円 (2)20時15分～5時15分

TEL 0263-52-0626（従業員数 261人 ）
正社員 20020-17370621 就業場所 長野県塩尻市 給付

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～16時45分

218,400円～218,400円

TEL 0263-50-7380（従業員数 1人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-17280521 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～17時50分

192,000円～215,000円

TEL 0263-53-0851（従業員数 46人 ）
正社員 20020-17366021 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

210,200円～214,500円 (2)8時45分～17時15分

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020-17345421 就業場所 長野県塩尻市

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

所在地・就業場所

エンジン部品等の出荷お
よび生産管理業務

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

伐採作業員（経験者） 株式会社　秀健 長野県塩尻市大字宗賀１１５６番地３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

調達 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

ＣＡＤ業務 株式会社　ダイシン 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１５ 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

灯油配送員 株式会社　武重商会　松
本支店

長野県松本市高宮東１－３０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

危険物取扱者（乙種）

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めなし キャリア形
成

販売員（正社員）鮮魚部
門

株式会社　デリシア　中
信エリア

長野県松本市大字今井７１５５－２８ 雇用・労災・
健康・厚生

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

シェル（中子）の製造 有限会社　田中製作所 長野県塩尻市広丘野村７９６－１２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

【急募】自動車部品（ベ
アリングハウジング）の
製造・検査

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 キャリア形
成

【急募】砂を使った中子
の製造【高時給】

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

レーザー加工とエッチン
グ加工

有限会社　イトウプリン
ト

長野県塩尻市大字片丘４８７８－６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務【育児休業等代
替職員】

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

℡ 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９月２９日発行 （９月２０日～９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
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 20020-17348921 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)6時30分～15時30分

184,500円～204,500円 (2)8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分

TEL 0263-31-3772（従業員数 33人 ）
正社員 20020-17406821 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時20分～17時15分

180,000円～200,000円

TEL 0263-52-0996（従業員数 51人 ）
正社員 20020-17344521 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問

174,000円～185,100円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020-17347621 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)8時30分～18時00分

180,000円～180,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0263-52-0286（従業員数 3人 ）
正社員 20020-17426321 就業場所 長野県塩尻市

時給
61歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時15分

145,592円～148,723円

TEL 0263-88-7865（従業員数 18人 ）
正社員 20020-17269121 就業場所 長野県塩尻市

日給
18歳以上 (1)1時00分～3時00分

4,000円～4,000円

TEL 0263-50-5152（従業員数 52人 ）
パート労働者 20020-17203821 就業場所 長野県塩尻市 厚生

時給
不問

910円～1,100円

TEL 0263-39-7101（従業員数 16人 ）
パート労働者 20020-17307021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～13時00分

910円～950円 (2)13時00分～17時00分

TEL 0263-52-9506（従業員数 23人 ）
パート労働者 20020-17204221 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)9時00分～17時50分

950円～950円

TEL 0263-53-0851（従業員数 46人 ）
パート労働者 20020-17365121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)14時00分～18時00分

920円～950円 (2)10時00分～14時00分

TEL 0263-51-2630（従業員数 30人 ）
パート労働者 20020-17380121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)11時00分～12時30分

908円～950円 (2)15時00分～19時00分

(3)19時00分～20時30分

TEL 0263-54-3939（従業員数 28人 ）
パート労働者 20020-17410921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時45分～16時00分

908円～950円 (2)11時00分～16時00分

(3)15時00分～21時30分

TEL 0263-54-3939（従業員数 28人 ）
パート労働者 20020-17412021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時30分～12時00分

910円～910円

TEL 0263-53-6633（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-17219021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時30分～10時30分

880円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020-17278021 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～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020-17279721 就業場所 長野県塩尻市

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

介護職（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

介護福祉士

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

介護職員初任者研修修了
者

精密機械加工 赤羽工機　有限会社 長野県塩尻市大字広丘野村１７８７番地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

児童厚生員【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・
健康・厚生

保育士

幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

小学校教諭免許（専修・
１種・２種）

受付事務 百瀬医院 長野県塩尻市大門七番町１４－１６ 雇用・労災・
健康

雇用期間の定めなし キャリア形
成

入力スイッチ接点素子の
製造≪急募≫

有限会社　エスポ 長野県塩尻市大字広丘野村１８１０番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

トラック乗務員 中村陸送　株式会社　塩
尻営業所

長野県塩尻市大字広丘高出１９６５－１ 労災 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 法令の規定

により年齢
制限がある

ホテル中村屋　客室清掃
スタッフ　土日祝は時給
ＵＰ

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

プラスチック成形材料製
造検査業

有限会社　丸山化成 長野県塩尻市大字片丘９８２８番地１２　（今
泉南テクノヒルズ産業団地）

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

メタルマスク製版の検
査、仕上げ、出荷作業
【急募】

有限会社　イトウプリン
ト

長野県塩尻市大字片丘４８７８－６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

宅急便の梱包・発送作業
（短時間）

ヤマト運輸　株式会社
松本法人営業支店

長野県塩尻市大字広丘野村字角前１８７５－１ 雇用・労災 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）

不問

指導職（水泳教室等） 公益財団法人　体力つく
り指導協会　ヘルスパ塩
尻

長野県塩尻市大門１番町１－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

プール監視員／トレーニ
ングジム指導職

公益財団法人　体力つく
り指導協会　ヘルスパ塩
尻

長野県塩尻市大門１番町１－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

配達（歯科技工品）
【急募】

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 労災

雇用期間の定めなし 不問

レジスタッフ（ＣＳ） 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

レジスタッフ（ＣＳ） 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
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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
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 20020-17346321 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20分

190,000円～270,000円

TEL 0264-34-3388（従業員数 23人 ）
正社員 20100- 1188921 就業場所 長野県塩尻市

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

配送業務 丸林商工　株式会社 長野県塩尻市大字奈良井１３６４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

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

大型自動車免許

訓練期間 ：１２月 １日（木）～ ２月 ２８日（火）

＜５３日間 ３１０時間＞

訓練施設 ：上松町公民館 （木曽郡上松町小川1706）

目標資格 :  Ｐ検３級または、準２級資格取得

受 講 料 ： 無 料

＊入校選考料及び受講料は無料です＊
交通費・教科書代14,346円程度・資格取得に必要な費用5,200円

職業訓練生総合保険料3,100円等は自己負担となります。

応募締切 ：令和４年 １１月 ７ 日（月）

選考日時 ：令和４年 １１月 １５ 日（火）14時開始
適正検査・面接（鉛筆持参）

選考会場 ：長野県上松技術専門校（木曽郡上松町小川3540）

お問合せ：長野県上松技術専門校 ＴＥＬ 0264-52-3330

お申込み：ハローワーク木曽福島 ＴＥＬ 0264-22-2233

公共職業訓練（３カ月コース）

訓練生募集 定員１５名

Ｒ４年度度後期民間活用委託訓練事業

◆受講対象者◆
就職の為のＰＣスキル取得を希望し、ハローワーク所長より受講指示、

受講推薦または支援指示を受け、再就職の意欲を持って全期間を通じて

受講できる、パソコン操作初級の方。

令和４年 令和５年
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