
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

44歳以下 (1)9時00分～18時00分

210,000円～500,000円

TEL 0263-47-9840 （従業員数 11人 ）
正社員 20020-18236221 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～450,000円

TEL 0263-54-2060 （従業員数 15人 ）
正社員 20020-17963021 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

239,000円～358,500円

TEL 090-5334-1194（従業員数 3人 ）
正社員 20020-18513321 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

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 20020-18093521 就業場所 長野県塩尻市

日給
18歳～44歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

184,000円～345,000円

TEL 0263-54-3827 （従業員数 4人 ）
正社員 20020-18577721 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

267,416円～337,880円

TEL 0263-98-5761 （従業員数 109人 ）
正社員 20020-18567121 就業場所 長野県塩尻市ほか

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

231,000円～323,400円

TEL 0263-74-2042 （従業員数 7人 ）
正社員 20020-18302321 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 20020-18352621 就業場所 長野県塩尻市

月給
34歳以下 (1)9時00分～18時00分

250,000円～300,000円

TEL 0263-47-9840 （従業員数 11人 ）
正社員 20020-18234721 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 20020-18569721 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

192,000円～282,000円

TEL 0263-51-1128 （従業員数 75人 ）
正社員 20020-18264621 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

190,000円～280,000円

TEL 0263-51-1128 （従業員数 75人 ）
正社員 20020-18266121 就業場所 長野県塩尻市

総務事務全般 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

日商簿記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

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 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

内勤営業 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

施工作業員 三井マネジメント　株式
会社　松本営業所

長野県松本市島立１０６４－１ 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

プリンタ安全設計・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

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

営業〈正社員・ノルマな
し〉　未経験者も活躍中
営業

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

電気設備 株式会社小川電気 長野県塩尻市大字柿沢２６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

建物解体等 ＳーＷｉｎｇ 長野県塩尻市大字洗馬２６４４－６ 雇用・労災 準中型自動車免許

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

設備（管・水道）工事の
施工管理

株式会社　企成工業 長野県塩尻市大字広丘野村１７８８－４６０ 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

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

所在地・就業場所

営業（塩尻営業所） 三井マネジメント　株式
会社　松本営業所

長野県松本市島立１０６４－１

℡ 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１３日発行 （１０月４日～１０月１１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）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

166,000円～270,000円 (2)10時30分～19時30分

(3)12時30分～21時30分

TEL 0263-51-1128 （従業員数 13人 ）
正社員 20020-18265921 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時00分

166,870円～268,620円

TEL 03-5544-9065 （従業員数 7人 ）
正社員 20020-18639121 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

176,000円～264,000円

TEL 0263-54-2284 （従業員数 35人 ）
正社員 20020-18073021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)7時10分～16時40分

210,000円～260,000円

TEL 0263-54-6010 （従業員数 15人 ）
正社員 20020-18130821 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

195,000円～255,000円

TEL 0263-51-1128 （従業員数 5人 ）
正社員 20020-18259021 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

195,000円～250,000円

TEL 0263-51-1128 （従業員数 2人 ）
正社員 20020-18263321 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)18時00分～9時00分

240,000円～240,000円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0263-52-0120 （従業員数 41人 ）
正社員 20020-18359521 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30分～17時30分

180,000円～230,000円 (2)7時30分～16時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0263-53-5090 （従業員数 11人 ）
正社員 20020-18419921 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00分～16時30分

220,000円～230,000円

TEL 0266-44-5353 （従業員数 10人 ）
正社員 20020-18455721 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00分～16時30分

220,000円～230,000円

TEL 0266-44-5353 （従業員数 10人 ）
正社員 20020-18456821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
39歳以下 (1)9時00分～17時45分

222,200円～222,200円

TEL 0263-86-8940 （従業員数 16人 ）
正社員 20020-18124521 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)8時30分～17時10分

215,000円～220,000円

TEL 0263-52-2164 （従業員数 11人 ）
正社員 20020-18308821 就業場所 長野県塩尻市

日給
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

172,800円～216,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-87-6751 （従業員数 8人 ）
正社員以外 20020-17887521 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

164,000円～212,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-51-1128 （従業員数 9人 ）
正社員 20020-18260221 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

155,000円～210,000円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0263-52-7825 （従業員数 173人 ）
正社員 20020-18493621 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

190,080円～207,360円

TEL 0263-88-2091 （従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-18225121 就業場所 長野県塩尻市

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

生産管理事務（出荷） 長野森紙業　株式会社
塩尻事業所

長野県塩尻市大字広丘高出２００１ 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

医療事務（クリニック） 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

医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

交通誘導警備員イベント
警備員

株式会社　テイスト　中
南信営業所

長野県塩尻市大字大門１００３－４　高原ビル
２階

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 法令の規定
により年齢
制限がある

金属製品塗装業 大昌電装工業　株式会社 長野県塩尻市大字広丘野村１５２４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業（固定客限定）土日
祝休／賞与実績：年間
５ヶ月

株式会社　ユニマットラ
イフ　松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６４２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

事業系一般ゴミの収集と
運転作業員≪３ｔドライ
バー急募≫

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

資源物の収集・運搬作業
員≪４ｔドライバー急募
≫

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職 小規模多機能型居宅介護
施設　れんげ荘　【株式
会社　藤川組】

長野県塩尻市広丘堅石１１９０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了
者

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

配車オペレータ（日勤・
夜勤）

美勢タクシー　株式会社 長野県塩尻市大門一番町三番三号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ケアマネージャー（介護
支援専門員）

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

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者　高所作
業車運転技能者

現場作業員（林業） 有限会社　住岡産業 長野県塩尻市大字上西条１２１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

その他の建設工事関係資
格

地域包括支援センター職
員　介護支援専門員・保
健師

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

保健師

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

管理士 有限会社　あずさ環境 長野県塩尻市大字広丘郷原１６１１－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

浄化槽管理士

下水道第３種技術検定

雇用期間の定めなし 定年を上限

第二種電気工事士

販売・倉庫業務 株式会社　明世総合サー
ビスセンター

長野県塩尻市大字広丘野村角前１９５８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護職（特別養護老人
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
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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

190,080円～207,360円

TEL 0263-88-2091 （従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-18226021 就業場所 長野県塩尻市 厚生

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)5時35分～12時35分

205,632円～205,632円 (2)5時40分～13時40分

(3)7時00分～18時40分

TEL 0263-26-5704 （従業員数 37人 ）
正社員以外 20020-18159321 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)7時20分～16時20分

191,080円～197,800円 (2)8時20分～17時20分

TEL 0263-50-8905 （従業員数 15人 ）
正社員以外 20020-18641221 就業場所 長野県塩尻市

日給
59歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

164,000円～196,800円

TEL 0263-54-2284 （従業員数 35人 ）
正社員 20020-18077521 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 月額換算 (1)7時00分～16時00分

169,528円～194,200円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

TEL 0263-52-0272 （従業員数 11人 ）
正社員以外 20020-18387621 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

165,500円～193,500円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6610 （従業員数 14人 ）
正社員 20020-17991521 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

163,400円～191,350円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3627 （従業員数 22人 ）
正社員 20020-18669321 就業場所 長野県塩尻市ほか 給付

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)10時00分～19時00分

180,000円～180,000円

TEL 0263-26-6825 （従業員数 0人 ）
正社員 20020-18514621 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～16時00分

163,700円～179,200円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6610 （従業員数 14人 ）
正社員以外 20020-17992421 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1年単位）
18歳以上 月額換算 (1)3時00分～12時00分

155,296円～178,080円

TEL 0263-86-7001 （従業員数 31人 ）
正社員以外 20020-18156221 就業場所 長野県塩尻志

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

157,000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 20020-18217121 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,145円～1,345円

TEL 0263-36-2671 （従業員数 818人 ）
パート労働者 20020-18394321 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問

1,030円～1,280円

TEL 0263-51-1128 （従業員数 75人 ）
パート労働者 20020-18262421 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時15分～12時00分

1,200円～1,250円 (2)14時00分～17時30分

(3)8時15分～17時30分

TEL 0263-53-1016 （従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-18615721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)17時00分～21時00分

1,100円～1,200円 (2)20時00分～0時00分

(3)23時00分～3時00分

TEL 0263-54-6168 （従業員数 340人 ）
パート労働者 20020-18655121 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～16時00分

974円～1,100円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時30分～19時30分

TEL 0263-52-0272 （従業員数 11人 ）
パート労働者 20020-18392521 就業場所 長野県塩尻市

介護職員（グループホー
ム）

株式会社　阿礼の里 長野県塩尻市大字大小屋１２３ 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ヶ月以上）
不問

ホームヘルパー２級

荷物の仕分作業員【アル
バイト】）

ヤマト運輸　株式会社
松本主管支店　松本ベー
ス店

長野県塩尻市大字広丘野村字角前１９４５－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

医療事務【急募】 中山外科内科 長野県塩尻市大門８番町１０番３号 労災 医療事務資格

雇用期間の定めなし 不問

訪問介護員 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

訪問介護員◆業界最大手
ニチイ◆松本・塩尻エリ
ア

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）
不問

介護福祉士

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

積込・荷卸し・仕分け作
業

近物レックス　株式会社
松本支店

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

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

介護職員（グループホー
ムさとび）

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

介護職員初任者研修修了
者

アイリスト・アイデザイ
ナー（塩尻店）

株式会社　さつき 長野県松本市並柳１丁目２６－１４　並柳中央
ビル２階

雇用・労災・
健康・厚生

美容師

雇用期間の定めなし 不問

警備職員（松本・塩尻・
木曽）未経験者歓迎

株式会社　全日警サービ
ス長野　松本営業所

長野県松本市野溝西１－１１－８
鵬ビル１階

雇用・労災・
健康・厚生

交通誘導警備業務検定２
級

雑踏警備業務検定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

介護職員（グループホー
ムさとび）

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

介護職員（グループホー
ム）

株式会社　阿礼の里 長野県塩尻市大字大小屋１２３ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

介護職員初任者研修修了
者

運転作業員 有限会社　あずさ環境 長野県塩尻市大字広丘郷原１６１１－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

バス運転業務（塩尻市地
域交通バス）

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

大型自動車第二種免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

検査 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
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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)7時30分～9時30分

1,008円～1,050円

TEL 0263-50-8905 （従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-18100321 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 (1)5時30分～11時00分

1,000円～1,000円

TEL 0263-51-5000 （従業員数 29人 ）
パート労働者 20020-18462021 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 (1)17時00分～22時00分

1,000円～1,000円 (2)13時00分～22時00分

(3)8時00分～14時00分

TEL 0263-51-5000 （従業員数 29人 ）
パート労働者 20020-18463721 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～64歳 (1)22時00分～8時00分

1,000円～1,000円

TEL 0263-51-5000 （従業員数 29人 ）
パート労働者 20020-18464821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

950円～1,000円

TEL 0263-26-6825 （従業員数 0人 ）
パート労働者 20020-18521321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～17時30分

1,000円～1,000円

TEL 0263-54-0742 （従業員数 40人 ）
パート労働者 20020-18544821 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)19時00分～0時00分

950円～1,000円 (2)20時00分～0時00分

(3)22時00分～2時00分

TEL 0263-54-6168 （従業員数 340人 ）
パート労働者 20020-18654921 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)8時30分～17時30分

908円～970円 (2)7時30分～16時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0263-53-5090 （従業員数 11人 ）
パート労働者 20020-18420721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～12時30分

950円～950円 (2)13時30分～17時30分

TEL 0263-54-0742 （従業員数 40人 ）
パート労働者 20020-18094421 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

930円～950円

TEL 0263-51-5000 （従業員数 29人 ）
パート労働者 20020-18461121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

930円～930円

TEL 0263-54-0742 （従業員数 35人 ）
パート労働者 20020-18091821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

910円～910円

TEL 03-5544-9065 （従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-18549621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

910円～910円

TEL 0263-31-0229 （従業員数 4人 ）
パート労働者 20020-18555421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

910円～910円

TEL 0263-59-7008 （従業員数 40人 ）
パート労働者 20020-18607821 就業場所 長野県塩尻市

麺類の包装・出荷作業
【急募】

キッセイ商事　株式会社 長野県松本市平田東２－１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

いちごの収穫　調整作業 広丘御子柴いちご園 長野県塩尻市広丘野村２４１－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

雑誌等の梱包作業 株式会社　明世総合サー
ビスセンター

長野県塩尻市大字広丘野村角前１９５８ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務 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

客室清掃≪急募≫ ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職 小規模多機能型居宅介護
施設　れんげ荘　【株式
会社　藤川組】

長野県塩尻市広丘堅石１１９０－３ 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

事務 ヤマト運輸　株式会社
松本主管支店　松本ベー
ス店

長野県塩尻市大字広丘野村字角前１９４５－１ 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

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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

アイリスト・アイデザイ
ナー（塩尻店）

株式会社　さつき 長野県松本市並柳１丁目２６－１４　並柳中央
ビル２階

労災 美容師

雇用期間の定めなし 不問

ナイトフロント業務 ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

フロント業務 ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

レストラン厨房・ホ一ル
業務

ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

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
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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

開催企業 : セントラルソーシング（株）
開催場所 ： ハローワーク木曽福島 １階 会議室

日 時 : １０月 １８日（火）１３：００～１４：００

１０月 ２６日（水）１３：００～１４：００

募集職種 ： 製造業務（金属加工・組立・検査ほか）
＊有期雇用派遣労働者 ＊就業場所 ： 上松町

求人番号：20060-6273121/20060-645692

持 ち 物 ： 筆記用具 面接を希望される方は、できれば履歴書・紹介状をお持ちください。

★話を聴くだけでも構いません。

★興味のある方は、この機会に是非ご参加ください。

★話を聴くだけでも構いません。

★興味のある方は、この機会に是非ご参加ください。

開催企業 : 第一生命保険（株） 松本支社 伊那営業オフィス

開催場所 ： ハローワーク木曽福島 １階会議室

日 時 : １０月 １９日（水）１０：００～１１：００

募集職種 ： 生涯設計デザイナー（営業）
キャリアカレッジ生（６ヶ月間）として伊那分室（伊那市）で勤務（研修）
し、採用後は「木曽サテライト営業オフィス（木曽福島）での就業となります。

入社日：令和５年１月１日

求人番号：13010-94690521

持 ち 物 ： 筆記用具 面接を希望される方は、できれば履歴書・紹介状をお持ちください。

【申込・お問合せ】ハローワーク木曽福島 ＴＥＬ：０２６４－２２－２２３３
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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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