
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 5人 ）
正社員 20020-19219921 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15分～18時00分

250,000円～600,000円

TEL 0263-87-3557（従業員数 13人 ）
正社員 20020-19067021 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15分～18時00分

250,000円～600,000円

TEL 0263-87-3557（従業員数 13人 ）
正社員 20020-19068721 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

350,000円～450,000円

TEL 0263-52-8655（従業員数 36人 ）
正社員 20020-18949421 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 20020-18709621 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 20020-18775921 就業場所 長野県塩尻市ほか

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 20020-18900121 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 20020-18905521 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

249,000円～372,000円

TEL 0263-86-6001（従業員数 14人 ）
正社員 20020-19048621 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

180,000円～350,000円

TEL 0263-53-4771（従業員数 26人 ）
正社員 20020-18906421 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～350,000円

TEL 0263-53-4771（従業員数 26人 ）
正社員 20020-18911821 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

225,000円～350,000円

TEL 0263-86-6001（従業員数 14人 ）
正社員 20020-19056621 就業場所 長野県塩尻市

建築設計 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

一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

設計技術者（経験者） 昭和電子工業　株式会社 長野県塩尻市大字広丘野村１９７８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

開発技術者 昭和電子工業　株式会社 長野県塩尻市大字広丘野村１９７８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

現場管理 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

２級建築施工管理技士

１級建築施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

プリンタメカ設計業務
【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

ファームウェア設計／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

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

ソフト設計業務（プリン
タ製品化設計）【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

マネージャー 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

Ｗｅｂデザイナー ケラッタ株式会社 長野県塩尻市広丘野村字金塚１０３１－１
佐川急便松本営業所ビル５階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＥＣ通販責任者／ＭＤ商
品開発・マーケティング

ケラッタ株式会社 長野県塩尻市広丘野村字金塚１０３１－１
佐川急便松本営業所ビル５階

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 医療法人　廣友会　ひろ
矯正歯科

長野県塩尻市大字広丘野村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１０月２０日発行 （１０月１１日～１０月１８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)8時30分～17時30分

256,000円～328,800円

TEL 0263-85-2100（従業員数 191人 ）
正社員 20020-18790321 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

256,000円～328,800円

TEL 0263-85-2100（従業員数 191人 ）
正社員 20020-18792921 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

256,000円～328,800円

TEL 0263-85-2100（従業員数 191人 ）
正社員 20020-18793121 就業場所 長野県塩尻市 拠出

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 20020-18952021 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

300,000円～300,000円

TEL 0263-86-6001（従業員数 14人 ）
正社員 20020-19046421 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

200,000円～300,000円

TEL 0263-54-4072（従業員数 3人 ）
正社員 20020-19081621 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

235,649円～283,000円

TEL 0263-98-5761（従業員数 109人 ）
正社員 20020-18685321 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 20020-18901021 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 20020-18902721 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 20020-18903821 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 20020-18904221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

200,700円～271,200円

TEL 0263-51-1234（従業員数 13人 ）
正社員 20020-18776121 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

190,000円～270,000円

TEL 0263-54-2478（従業員数 4人 ）
正社員 20020-18731421 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 20020-18688121 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
61歳以下 (1)8時10分～16時55分

195,000円～262,000円

TEL 0263-52-2441（従業員数 23人 ）
正社員 20020-18878521 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 20020-19013421 就業場所 長野県塩尻市ほか

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

ＮＣ工作機械オペレータ 株式会社　光進 長野県塩尻市大字広丘高出２０１０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

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

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 定年を上限

その他の土木・舗装・線
路工事関係資格

パン販売製造スタッフ 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

インクカートリッジ評価
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

商業・産業用プリンタの
設計評価業務【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

プリンタのイールド試験
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

プリンタ新製品サービス
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

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

製缶板金・機械修繕 株式会社　薗部技研 長野県塩尻市宗賀１－１　昭和電エ内 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能
者

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

８トン限定中型自動車免
許

建築営業（コンサルティ
ング）

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

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

電気電子設計技術者
【Ｕ・Ｉターン歓迎】

株式会社　アルプス技研
松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ソフトウェア開発技術者
【Ｕ・Ｉターン歓迎】

株式会社　アルプス技研
松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械設計技術者　【Ｕ・
Ｉターン歓迎】

株式会社　アルプス技研
松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限
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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）
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 20020-19018021 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 交替制あり
35歳以下 (1)7時00分～16時00分

205,000円～250,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-85-1205（従業員数 50人 ）
正社員 20020-18940321 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～250,000円

TEL 0263-35-2525（従業員数 7人 ）
正社員 20020-18975621 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問

176,000円～250,000円

TEL 0263-53-6530（従業員数 6人 ）
正社員 20020-19057921 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問

176,000円～250,000円

TEL 0263-53-6530（従業員数 15人 ）
正社員 20020-19058121 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～250,000円

TEL 0263-53-3393（従業員数 40人 ）
正社員 20020-19171121 就業場所

時給
不問 月額換算 (1)8時15分～17時15分

228,480円～244,800円

TEL 0263-88-2091（従業員数 1人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-19042721 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時20分～17時40分

174,000円～243,000円

TEL 0263-52-0131（従業員数 15人 ）
正社員 20020-18710021 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20分～17時40分

174,000円～243,000円

TEL 0263-52-0131（従業員数 15人 ）
正社員 20020-18989221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)10時00分～19時00分

197,010円～240,790円 (2)9時00分～18時00分

TEL 090-9357-1971（従業員数 3人 ）
正社員 20020-19070421 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 20020-18875721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)9時00分～18時00分

223,800円～237,800円

TEL 0263-51-6211（従業員数 121人 ）
正社員 20020-19125521 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 20020-19015621 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

179,200円～232,960円

TEL 0263-54-4800（従業員数 8人 ）
正社員 20020-18762221 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40分～9時20分

189,750円～230,000円

TEL 0263-47-8812（従業員数 100人 ）
正社員以外 20020-18820621 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)5時00分～14時00分

212,160円～228,480円 (2)14時30分～23時30分

TEL 0263-88-2091（従業員数 1人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-19041021 就業場所 長野県塩尻市 厚生

材料投入業務 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

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）

法令の規定
により年齢
制限がある

収受職（松本・安曇野・
塩尻・塩尻北）

中日本エクストール横浜
株式会社　松本営業所

長野県松本市大字島立川原田１３４７番地 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

仏壇・仏具の店頭販売と
セレモニーセンター（葬
祭）補助業務

有限会社　広伸 長野県塩尻市大字大門５２－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

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

特別養護老人ホームの
【介護支援専門員】

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

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

たこ焼き等の菓子製造・
販売スタッフ

株式会社ぶどうや 長野県塩尻市広丘野村１６８８－１　ＧＡＺＡ
塩尻店

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

電線製造ラインの押出工
程

モガミ電線　株式会社 長野県塩尻市大字宗賀４６９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

電線製造ラインの押出工
程

モガミ電線　株式会社 長野県塩尻市大字宗賀４６９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

鋳造型のパーツ製造及び
メンテナンス

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

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

飲食スタッフ 協生フード合同会社 長野県塩尻市大門一番町９－４ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 不問

飲食スタッフ 協生フード合同会社 長野県塩尻市大門一番町９－４ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 不問

石油製品（灯油）配送 信光石油　株式会社 長野県松本市深志２－２－９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

中型自動車免許

危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めなし 定年を上限

危険物取扱者（丙種）

販売員（正社員）惣菜部
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

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
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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～19時00分

185,000円～220,000円 (2)8時30分～13時30分

TEL 0263-28-5665（従業員数 4人 ）
正社員 20020-18721221 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問 月額換算 (1)9時00分～18時00分

197,800円～215,000円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-18950921 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

187,280円～214,640円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6211（従業員数 121人 ）
正社員以外 20020-18756421 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

148,310円～212,160円

TEL 0263-53-2684（従業員数 9人 ）
正社員 20020-18907321 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給
不問 (1)8時30分～19時00分

170,000円～210,000円 (2)8時30分～13時30分

TEL 0263-28-5665（従業員数 4人 ）
正社員 20020-18722521 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1ヶ月単位）
29歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～210,000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 20020-19085721 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)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 20020-18699821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳

167,000円～209,000円

TEL 0263-52-2451（従業員数 40人 ）
正社員 20020-19192521 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～40歳 (1)6時00分～15時00分

180,000円～208,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)15時00分～0時00分

TEL 0263-87-1153（従業員数 65人 ）
正社員 20020-19047321 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)6時00分～15時00分

150,700円～207,300円 (2)8時30分～17時30分

(3)13時30分～22時30分

TEL 0263-52-3321（従業員数 60人 ）
正社員 20020-18672721 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時15分～17時15分

180,000円～205,000円

TEL 0263-53-5400（従業員数 30人 ）
正社員 20020-18711721 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

190,000円～205,000円 (2)8時15分～17時15分

TEL 0263-88-7102（従業員数 11人 ）
正社員 20020-18958321 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 20020-18700921 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 20020-18701121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (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 20020-18702021 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 20020-18703721 就業場所 長野県塩尻市

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

保育士／小規模保育園
（定員１９名）／塩尻市
広丘

ハートフルキッズ広丘保
育園

長野県塩尻市大字広丘原新田５７１－５ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務 清沢土建　株式会社 長野県塩尻市大門駅西１０５９－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

看護助手（一般病棟） 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

喫茶店スタッフ コメダ珈琲店　（株式会
社　あいゆう）

長野県松本市出川１丁目１２－１ 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

加工機オペレーター（深
夜勤）

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・
健康・厚生・
財形

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

人事・労務【総合職】 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 キャリア形
成

鍼灸師 株式会社　一心道ＧＲＯ
ＵＰ（一心道整骨院）

長野県松本市石芝３－２－１７　１Ｆ南側 雇用・労災・
健康・厚生

はり師

きゅう師

雇用期間の定めなし 不問

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

グループホームの【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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

食品製造・包装 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

整復師（柔道整復師） 株式会社　一心道ＧＲＯ
ＵＰ（一心道整骨院）

長野県松本市石芝３－２－１７　１Ｆ南側 雇用・労災・
健康・厚生

柔道整復師

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
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 20020-18698721 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 20020-18873121 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

190,000円～190,000円

TEL 0263-54-6622（従業員数 5人 ）
正社員 20020-19217321 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 20020-18719121 就業場所 長野県塩尻市 給付

時給
不問 月額換算 (1)9時00分～17時50分

173,075円～180,600円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-18921521 就業場所 長野県塩尻市 厚生

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 20020-18734921 就業場所 長野県塩尻市 給付

時給
不問 月額換算 (1)7時50分～16時50分

168,096円～168,096円

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
正社員以外 20020-18840721 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

164,377円～164,377円

TEL 0263-72-5335（従業員数 1人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-19126421 就業場所 長野県塩尻市

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 5人 ）
パート労働者 20020-19218621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時30分～11時00分

1,055円～1,465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 20020-19174821 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
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 20020-19019721 就業場所 長野県松本市

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～14時00分

908円～1,300円 (2)17時00分～22時00分

TEL 0263-53-6530（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-19050721 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～16時00分

908円～1,300円 (2)16時00分～22時00分

(3)17時00分～22時00分

TEL 0263-53-6530（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-19054421 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)6時30分～9時00分

920円～1,150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 20020-18812321 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)9時00分～16時00分

920円～1,150円 (2)16時00分～22時00分

(3)6時30分～9時00分

TEL 0263-52-3994（従業員数 17人 ）
パート労働者 20020-18814921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

1,100円～1,150円

TEL 0263-31-3846（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-18896321 就業場所 長野県塩尻市

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ヶ月未満）

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

飲食スタッフ 協生フード合同会社 長野県塩尻市大門一番町９－４ 労災 調理師

雇用期間の定めなし 不問

飲食スタッフ 協生フード合同会社 長野県塩尻市大門一番町９－４ 労災 調理師

雇用期間の定めなし 不問

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

介護福祉士（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 介護福祉士

雇用期間の定めなし 不問

歯科技工士 医療法人　廣友会　ひろ
矯正歯科

長野県塩尻市大字広丘野村１６５８－２３ 労災 歯科技工士

雇用期間の定めなし 不問

スイッチ接点素子の製
造・検査　【エスポ】

有限会社　デール長野 長野県安曇野市豊科４８９１－１　プラザマル
ミズ２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

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 定年を上限

機械オペレーター 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

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

歯科衛生士 医療法人　廣友会　ひろ
矯正歯科

長野県塩尻市大字広丘野村１６５８－２３ 雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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
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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

1,000円～1,100円

TEL 0263-54-5252（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-19075021 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～17時00分

1,028円～1,070円 (2)8時30分～16時30分

(3)9時00分～16時00分

TEL 0263-50-8905（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-19082921 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,050円～1,050円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020-18798521 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

1,020円～1,020円 (2)10時45分～19時15分

TEL 0263-52-0280（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020-18797221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～15時05分

930円～1,000円

TEL 0263-51-1800（従業員数 88人 ）
パート労働者 20020-18773321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時30分～15時30分

930円～1,000円

TEL 0263-85-1205（従業員数 97人 ）
パート労働者 20020-18805621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時30分～15時30分

930円～1,000円

TEL 0263-85-1205（従業員数 59人 ）
パート労働者 20020-19205821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

910円～960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 20020-18677321 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～950円 (2)9時00分～12時00分

TEL 0263-88-5465（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-18675521 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)6時35分～15時35分

930円～930円 (2)6時50分～15時50分

(3)7時20分～16時20分

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
パート労働者 20020-18837321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時20分～8時20分

930円～930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 20020-18839921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時40分～13時00分

920円～920円 (2)13時30分～18時00分

(3)8時40分～18時00分

TEL 0263-58-3393（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020-18988821 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
64歳以下 (1)8時00分～14時30分

910円～910円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0263-31-0733（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-18771521 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 20020-18779821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

910円～910円

TEL 0263-86-0250（従業員数 38人 ）
パート労働者 20020-19141521 就業場所 長野県塩尻市

床材の補修・検査・梱包
等の軽作業

征矢野建材　株式会社 長野県松本市大字笹賀７１１６－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

弁当調理スタッフ 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 調理師

栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務（おひさま薬
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

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

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

病院内清掃（桔梗ヶ原病
院）

株式会社　コンフォール 長野県松本市野溝西３丁目４番５号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 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

販売員（惣菜）【デリシ
ア塩尻東店】

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

販売員（惣菜）【デリシ
ア広丘店】

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

生産管理補助業務 株式会社　サイベック
コーポレーション

長野県塩尻市大字広丘郷原字南原１０００番地
１５

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

一般事務（市民交流セン
ター）（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

一般事務（特別給付金業
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

保育士 合同会社　グラベラ　ひ
かりテラス保育園

長野県塩尻市大字広丘高出１８１９－８ 労災 保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

家事代行・ハウスクリー
ニング

株式会社　ハートリンク
（ダスキン）

長野県塩尻市大門桔梗ケ原１１１３－３　オー
イケビル１－Ａ

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
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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

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。

詳細についてはお問合せください。

令和４年 令和５年
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