
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 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時30分～19時00分

215,000円～410,000円 (2)8時30分～18時00分

(3)8時00分～17時30分

TEL 0263-85-7171（従業員数 1人 ）
正社員 20020-16808821 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 フレックス
不問 (1)8時30分～17時15分

250,000円～400,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-16436721 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

250,000円～400,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-16438221 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

250,000円～400,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-16629121 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

250,000円～400,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-16630821 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

250,000円～400,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-16631221 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

250,000円～400,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-16632521 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

200,000円～400,000円

TEL 0263-54-8388（従業員数 25人 ）
正社員 20020-16848721 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

200,000円～400,000円

TEL 0263-54-8388（従業員数 25人 ）
正社員 20020-16849821 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

200,000円～400,000円

TEL 0263-54-8388（従業員数 25人 ）
正社員 20020-16850421 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

210,000円～400,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 63人 ）
正社員 20020-16851321 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

200,000円～400,000円

TEL 0263-54-8388（従業員数 25人 ）
正社員 20020-16852621 就業場所 長野県塩尻市

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

保険営業 株式会社チンタイバンク
（ミニミニＦＣ加盟）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２

Ｗｅｂアプリケーション
の企画設計（ソフト開
発）

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

製品安全関連法規制対応
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

大判プリンタのファーム
ウェア設計業務【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

ＧＵＩ開発業務【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

生産技術業務【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

評価業務及びエレキ設計
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

ラダーソフト及びハード
設計技術者（Ｕ・Ｉター
ン併用）

株式会社　ランテックプ
ランナー

長野県塩尻市大字片丘９８２８－８　今泉南
テクノヒルズ産業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械配線・制御ボックス
配線技術者（Ｕ・Ｉター
ン併用）

株式会社　ランテックプ
ランナー

長野県塩尻市大字片丘９８２８－８　今泉南
テクノヒルズ産業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械設計技術者（Ｕ・Ｉ
ターン併用）

株式会社　ランテックプ
ランナー

長野県塩尻市大字片丘９８２８－８　今泉南
テクノヒルズ産業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＤＴＰデザイナー 株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械組立調整技術者
（Ｉ・Ｕターン併用）

株式会社　ランテックプ
ランナー

長野県塩尻市大字片丘９８２８－８　今泉南
テクノヒルズ産業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

℡ 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１５日発行 （９月６日～９月１３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)9時00分～18時30分

210,000円～400,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020-16855021 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

210,000円～380,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020-16861621 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～370,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-16525721 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

200,000円～350,000円

TEL 0263-51-1234（従業員数 11人 ）
正社員 20020-16794821 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

198,300円～349,100円

TEL 0263-51-1234（従業員数 125人 ）
正社員 20020-16388321 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

184,800円～346,500円

TEL 0263-74-1410（従業員数 0人 ）
正社員 20020-16638021 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～16時40分

345,000円～345,000円

TEL 0263-87-6371（従業員数 14人 ）
正社員 20020-16319221 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
18歳～59歳

198,300円～328,500円

TEL 0263-51-1234（従業員数 10人 ）
正社員 20020-16797421 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

169,200円～320,000円 (2)16時30分～9時00分

(3)20時30分～9時00分

TEL 0263-52-3321（従業員数 60人 ）
正社員 20020-16253821 就業場所 長野県塩尻市 厚生

日給
不問 (1)8時00分～5時00分

251,000円～310,000円

TEL 0263-53-0357（従業員数 7人 ）
正社員 20020-16903021 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)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 20020-16407321 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 20020-16444021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問

250,000円～300,000円

TEL 0263-39-7101（従業員数 25人 ）
正社員以外 20020-16831821 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

188,060円～297,085円

TEL 0263-54-1390（従業員数 50人 ）
正社員 20020-16690421 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給
35歳以下 (1)9時00分～18時00分

188,060円～297,085円

TEL 0263-54-1390（従業員数 50人 ）
正社員 20020-16691321 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～290,000円 (2)6時00分～15時00分

(3)12時45分～21時45分

TEL 0263-86-0250（従業員数 37人 ）
正社員 20020-16353321 就業場所 長野県塩尻市

資材調達・仕入れ担当
（塩尻本社）

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

インテリアコーディネー
ター

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

インテリアコーディネー
ター

雇用期間の定めなし 定年を上限

試験業務／校正業務【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

【正社員】中信地区ルー
ト配送業務【中信配送セ
ンター】

株式会社　立石コーポ
レーション

長野県塩尻市大門桔梗ケ原１０７９－６６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

危険物取扱者（乙種）

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

総務事務員【正社員】 株式会社　立石コーポ
レーション

長野県塩尻市大門桔梗ケ原１０７９－６６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築鉄工 合同会社　ＴＲＩＤＥ 長野県塩尻市堀ノ内１６７－１ 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

作業工（半自動溶接）
《急募》【正社員】

ＣＭＣＳ　株式会社 長野県塩尻市大字広丘野村１６０６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

セルフガソリンスタンド
スタッフ（Ｉ・Ｕターン
併用求人）

株式会社　立石コーポ
レーション

長野県塩尻市大門桔梗ケ原１０７９－６６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師・准看護師 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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

外溝工事、一般土木作業
員

海渡建設 長野県塩尻市大字広丘高出３９２－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

その他の定置・建設機械
の運転関係資格

雇用期間の定めなし 不問

看護師（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

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

１級建築施工管理技士

ホテル中村屋　副支配人
候補（社員）

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

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

業務システムエンジニア
【Ｉ・Ｕターン併用】

株式会社　ユリーカ　長
野本社

長野県塩尻市大字広丘野村１６８８－１
広丘ショッピングタウン（ＧＡＺＡ）３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

木材加工オペレーター 征矢野建材　株式会社 長野県松本市大字笹賀７１１６－１ 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

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

営業【Ｉ・Ｕターン併
用】

株式会社　ユリーカ　長
野本社

長野県塩尻市大字広丘野村１６８８－１
広丘ショッピングタウン（ＧＡＺＡ）３Ｆ

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

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

218,000円～288,000円

TEL 0263-75-4171（従業員数 12人 ）
正社員 20020-16711221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時30分～18時00分

250,000円～280,000円

TEL 0263-51-6557（従業員数 29人 ）
正社員 20020-16584221 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 20020-16434121 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 20020-16437821 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

222,000円～278,000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 20020-16409921 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30分～16時30分

166,000円～270,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)12時30分～21時30分

TEL 0263-51-1128（従業員数 33人 ）
正社員 20020-16344421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

222,000円～270,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-51-6610（従業員数 62人 ）
正社員 20020-16404221 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

240,000円～270,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020-16408621 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

240,000円～270,000円

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020-16412221 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時00分～18時30分

196,000円～265,100円

TEL 0263-53-7175（従業員数 5人 ）
正社員 20020-16705421 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

187,500円～257,500円

TEL 0263-52-3321（従業員数 60人 ）
正社員 20020-16254221 就業場所 長野県塩尻市 拠出

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 20020-16228021 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 20020-16244721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～35歳 (1)8時30分～17時30分

180,000円～250,000円 (2)20時30分～5時30分

TEL 0263-57-4556（従業員数 83人 ）
正社員 20020-16674421 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問

180,000円～250,000円

TEL 0263-39-7101（従業員数 25人 ）
正社員以外 20020-16832221 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 20020-16637121 就業場所 長野県塩尻市

サービス管理責任者（管
理者）

株式会社　オープンハー
ト

長野県塩尻市大字広丘吉田５０－７ 雇用・労災・
健康・厚生

社会福祉士

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

ルート営業 株式会社　メディカル
サービス松本

長野県塩尻市洗馬下平４９１番１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

評価業務（試作・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

マニュアル設計業務
【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

准看護師（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

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職（ショートステ
イ・グループホーム）

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 定年を上限

ホームヘルパー２級

看護職員（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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員（グルー
プホームまほろば）

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

介護支援専門員（居宅介
護）

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

ギター製造 株式会社　レッドハウス 長野県塩尻市大字広丘野村１７８８－１１９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

事務（介護老人保健施設
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

雇用期間の定めなし 定年を上限

技術系総合職（医療機器
の機構・電気・生産技
術）

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

総合職（医療機器の品質
管理）

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

印刷機械のオペレータ 株式会社　綜合印刷 長野県塩尻市大字広丘吉田６５９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

塩尻駅前　ホテル中村屋
フロントスタッフ（社
員）

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

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

Ｗｅｂページ制作業務
【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
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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)11時30分～20時30分

200,700円～231,200円

TEL 0263-51-1234（従業員数 9人 ）
正社員 20020-16796521 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25分～17時20分

173,500円～230,000円

TEL 0263-56-2111（従業員数 50人 ）
正社員 20020-16376821 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 交替制あり
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～230,000円 (2)6時00分～15時00分

TEL 0263-52-9506（従業員数 23人 ）
正社員 20020-16922221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時30分～19時00分

180,000円～227,000円

TEL 0263-85-7171（従業員数 2人 ）
正社員 20020-16805121 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時30分～19時00分

180,000円～227,000円 (2)8時30分～18時00分

(3)8時00分～17時30分

TEL 0263-85-7171（従業員数 18人 ）
正社員 20020-16806021 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)7時00分～16時30分

225,000円～225,000円

TEL 0263-87-6744（従業員数 9人 ）
正社員 20020-16475621 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
30歳以下 (1)8時25分～17時20分

178,500円～225,000円

TEL 0263-56-2111（従業員数 50人 ）
正社員 20020-16756621 就業場所 長野県塩尻市 拠出

時給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

167,200円～175,560円

TEL 0263-31-3846（従業員数 5人 ）
正社員以外 20020-16686121 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30分

151,360円～172,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員以外 20020-16406421 就業場所 長野県塩尻市

その他 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)6時00分～15時00分

155,268円～155,268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 ）
正社員以外 20020-16749921 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

1,300円～1,600円 (2)9時00分～16時00分

(3)10時00分～16時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
パート労働者 20020-16410721 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)16時00分～9時00分

1,300円～1,600円 (2)16時30分～10時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
パート労働者 20020-16411821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時00分～18時00分

910円～1,500円 (2)12時00分～20時00分

TEL 0263-53-8233（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-16375721 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 (1)19時30分～21時30分

1,500円～1,500円

TEL 0263-50-5152（従業員数 52人 ）
パート労働者 20020-16480521 就業場所 長野県塩尻市 厚生

時給
59歳以下 (1)8時45分～18時30分

1,500円～1,500円

TEL 0263-52-0498（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-16723621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時30分～11時00分

985円～1,435円 (2)16時30分～20時30分

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020-16317721 就業場所 長野県塩尻市

フィットネスジム店舗ス
タッフ

株式会社　立石コーポ
レーション

長野県塩尻市大門桔梗ケ原１０７９－６６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＤＴＰオペレーター 日本ハイコム　株式会社 長野県塩尻市大字北小野４７２４番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

プラスチック製品の射出
成形作業

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・
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 キャリア形
成

一般事務（総務・人事
課）

株式会社チンタイバンク
（ミニミニＦＣ加盟）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務（賃貸管理部） 株式会社チンタイバンク
（ミニミニＦＣ加盟）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

造園・外構施工 株式会社　庭蒼 長野県塩尻市洗馬２１７６ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

製本作業員 日本ハイコム　株式会社 長野県塩尻市大字北小野４７２４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

検査 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

利用者様の送迎運転業務 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

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

タクシー乗務員　塩尻営
業所【契約社員】２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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

病棟看護師（日勤パー
ト）

医療法人社団　敬仁会 長野県塩尻市大字宗賀１２９５番地 労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

看護師　　《　夜勤専従
パート　》

医療法人社団　敬仁会 長野県塩尻市大字宗賀１２９５番地 労災 看護師

准看護師

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

接客・調理補助　≪急募
≫

ほっとしてざわ 長野県塩尻市大門八番町９－１　塩尻駅構内 労災

雇用期間の定めなし 不問

新聞輸送ドライバー
【急募】

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

雇用期間の定めなし 不問

歯科衛生士（土曜日の
み）

歯科手塚医院 長野県塩尻市宗賀７３－２５８ 労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（パート） 株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５号 労災 介護職員初任者研修修了
者

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 不問

介護職員実務者研修修了
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
59歳以下

1,250円～1,400円

TEL 0263-51-1128（従業員数 75人 ）
パート労働者 20020-16349021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,250円～1,350円

TEL 0263-51-6610（従業員数 62人 ）
パート労働者 20020-16315121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～12時30分

1,100円～1,300円 (2)14時00分～18時00分

TEL 0263-53-5050（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-16751821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～16時00分

900円～1,200円 (2)16時00分～20時00分

TEL 0263-50-5161（従業員数 2人 ）
パート労働者 20020-16264421 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)9時00分～15時00分

1,000円～1,200円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
パート労働者 20020-16443121 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

1,000円～1,160円

TEL 0263-53-5414（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020-16320621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)14時00分～21時30分

930円～1,100円

TEL 0263-85-1205（従業員数 37人 ）
パート労働者 20020-16583821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

950円～1,100円

TEL 0263-51-0283（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-16710821 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
18歳以上

900円～1,000円

TEL 0263-51-1234（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-16801421 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

900円～1,000円

TEL 0263-39-7101（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020-16834421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

950円～980円

TEL 0263-50-5161（従業員数 13人 ）
パート労働者 20020-16263521 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～13時00分

880円～980円

TEL 0263-57-8801（従業員数 31人 ）
パート労働者 20020-16396321 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 0263-52-1188（従業員数 57人 ）
パート労働者 20020-16809221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時20分～18時00分

920円～920円 (2)8時20分～12時30分

TEL 0263-58-3393（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-16235121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)13時30分～18時00分

920円～920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 20020-16243021 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

920円～920円 (2)12時00分～18時00分

TEL 0263-54-3939（従業員数 28人 ）
パート労働者 20020-16708921 就業場所 長野県塩尻市

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 労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護職員（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 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

歯科助手 かわしま歯科医院 長野県塩尻市大字大門６８－８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

グループホーム（日中支
援型）支援員　【世話
人】

株式会社　ウィッシュ 長野県塩尻市大字広丘野村２０５０－１０ 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

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 中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 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

販売員　レジ担当【デリ
シア吉田原店】

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ハウスクリーニング全
般、クロス張替、庭木剪
定、草刈り

クリーンウェル総合サー
ビス

長野県塩尻市宗賀５２７０－８ 労災 高所作業車運転技能者

移動式クレーン運転士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ガソリンスタンドスタッ
フ

株式会社　立石コーポ
レーション

長野県塩尻市大門桔梗ケ原１０７９－６６ 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

塩尻駅前　ホテル中村屋
フロントスタッフ（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

相談支援専門員 株式会社　ウィッシュ 長野県塩尻市大字広丘野村２０５０－１０ 雇用・労災 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

惣菜部門パート社員（広
丘店）

株式会社　西源（食品
スーパー　ラ・ムー）

長野県松本市小屋南２丁目９番２５号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

パートタイム会計年度任
用職員：飼料作物管理・
試験研究補助

長野県畜産試験場 長野県塩尻市大字片丘１０９３１－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

医療事務（しらかばのみ
ち薬局）

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

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

送迎運転手（ワゴン車） 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 雇用・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 (1)8時00分～12時00分

908円～908円

TEL 0263-35-3344（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-16531121 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

908円～908円

TEL 0263-52-2451（従業員数 40人 ）
パート労働者 20020-16757921 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

908円～908円

TEL 0263-52-2451（従業員数 40人 ）
パート労働者 20020-16760221 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 (1)8時15分～9時30分

880円～900円 (2)15時15分～16時30分

TEL 0263-31-0733（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-16549121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～12時00分

880円～880円

TEL 0263-53-4611（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-16250121 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～17時00分

877円～877円 (2)9時30分～16時30分

TEL 0263-35-3344（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-16532021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

877円～877円

TEL 0263-53-6878（従業員数 11人 ）
パート労働者 20020-16830721 就業場所 長野県塩尻市

清掃業務（塩尻市役所） 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

バリ取り・検査 株式会社　東陽 長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－５　ア
ルプス工業団地

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

工具研磨作業 株式会社　東陽 長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－５　ア
ルプス工業団地

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

送迎運転手（塩尻協立病
院）

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 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

レストラン調理補助 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

清掃業務（中南信運転免
許センター）

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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

梱包 株式会社　ティーピー
シー

長野県塩尻市大字広丘野村字桔梗ケ原１７８
８番地４８０

労災

雇用期間の定めなし 不問

募集人数 １５名
●

応募締切

１１月７日（月）

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

◆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。

公共職業訓練（3ヶ月コース）

Ｒ４年度後期民間活用委託訓練事業

令和４年 令和５年

訓練期間： １２月 １日（木）～ ２月２８日（火）
＜53日間 310時間＞

訓練場所：上松町公民館（木曽郡上松町小川1706）
★ 選 考 日 ：令和４年１１月１５日（火） １４時開始

★ 選考場所：長野県上松技術専門校

＊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。
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