
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

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

160,000円～470,000円

TEL 0263-54-0097（従業員数 7人 ）
正社員 20020-20091721 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

160,000円～370,000円

TEL 0263-54-0097（従業員数 7人 ）
正社員 20020-20092821 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30分

180,000円～350,000円

TEL 0263-88-8920（従業員数 23人 ）
正社員 20020-20290721 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30分

180,000円～350,000円

TEL 0263-88-8920（従業員数 23人 ）
正社員 20020-20292221 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～350,000円

TEL 0263-53-3393（従業員数 40人 ）
正社員 20020-20595621 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)6時00分～15時00分

160,000円～350,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0263-87-7495（従業員数 7人 ）
正社員 20020-20620721 就業場所 長野県塩尻市

日給
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

265,200円～331,500円

TEL 0263-87-8346（従業員数 5人 ）
正社員 20020-20155221 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 20020-20186021 就業場所 長野県塩尻市

月給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

250,000円～320,000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 20020-20676321 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

250,000円～320,000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 20020-20678921 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
不問 (1)9時00分～17時30分

250,000円～300,000円 (2)8時30分～17時00分

TEL 0263-51-0318（従業員数 3人 ）
正社員以外 20020-20531821 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 3人 ）
正社員 20020-20532221 就業場所 長野県塩尻市

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

木造建築士

官庁工事の監理及び建築
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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

警備管理職　（幹部社
員）

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

警備員検定試験（２級）

交通誘導警備業務検定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

土木工事業全般 株式会社　景観創造 長野県塩尻市大字洗馬２４９３番地６ 雇用・労災・
健康・厚生

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

管制職　（幹部社員） 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

警備員検定試験（２級）

交通誘導警備業務検定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

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

溶接加工・補助 株式会社　ＴＣＯ 長野県塩尻市大字広丘野村２５１－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

溶接・架装組立・金属塗
装・木工

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

機械組立 株式会社　サイクス 長野県塩尻市大字洗馬２９２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気配線 株式会社　サイクス 長野県塩尻市大字洗馬２９２５－１ 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

ゲーム・ＶＲプログラ
マー・デザイナー

株式会社　プロノハーツ 長野県塩尻市大門並木町９－２４

ＣＡＤ・ＣＡＭ営業・サ
ポート

株式会社　プロノハーツ 長野県塩尻市大門並木町９－２４ 雇用・労災・
健康・厚生

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１１月１０日発行 （１１月１日～１１月８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。

1



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
44歳以下 (1)9時00分～18時00分

200,000円～300,000円

TEL 0263-87-0420（従業員数 8人 ）
正社員 20020-20538121 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～18時30分

190,000円～415,000円

TEL 0265-22-3966（従業員数 32人 ）
正社員 20050- 8069221 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～18時30分

190,000円～415,000円

TEL 0265-22-3966（従業員数 32人 ）
正社員 20050- 8070621 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～18時30分

190,000円～400,000円

TEL 0265-22-3966（従業員数 32人 ）
正社員 20050- 8071921 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)9時30分～18時30分

190,000円～385,000円

TEL 0265-22-3966（従業員数 6人 ）
正社員 20050- 8068821 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)9時30分～18時30分

190,000円～345,000円

TEL 0265-22-3966（従業員数 13人 ）
正社員 20050- 8081021 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

179,520円～350,000円

TEL 0268-38-8103（従業員数 25人 ）
正社員 20040-11438221 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～15時15分

203,000円～322,000円 (2)7時00分～16時15分

(3)8時00分～17時15分

TEL 026-243-3200（従業員数 0人 ）
正社員 20010-18181321 就業場所 長野県塩尻市ほか 拠出

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～15時15分

203,000円～322,000円 (2)7時00分～16時15分

(3)8時00分～17時15分

TEL 026-243-3200（従業員数 0人 ）
正社員 20010-18197221 就業場所 長野県塩尻市ほか 拠出

月給
59歳以下 (1)9時00分～17時30分

205,000円～310,000円

TEL 026-241-2112（従業員数 21人 ）
正社員 20010-18424021 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

230,000円～320,000円

TEL 0266-23-5151（従業員数 5人 ）
正社員 20141- 4146821 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

230,000円～320,000円

TEL 0266-23-5151（従業員数 5人 ）
正社員 20141- 4147221 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

250,000円～300,000円

TEL 0266-23-5151（従業員数 5人 ）
正社員 20141- 4145721 就業場所 長野県塩尻市

その他 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 月額換算 (1)9時00分～18時00分

215,000円～300,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0568-72-3631（従業員数 7人 ）
正社員 23170-14704021 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
35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 39人 ）
正社員 20020-20103821 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15分～17時15分

200,200円～284,300円 (2)17時15分～2時15分

TEL 0263-52-0626（従業員数 261人 ）
正社員 20020-20251221 就業場所 長野県塩尻市 給付

自動車及び建設機械部品
の加工

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

重機オペレーター（木材
加工）

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

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 キャリア形
成 小型移動式クレーン運転

技能者

賃貸物件　建物管理業務
（信州店）

株式会社　オンテック 愛知県小牧市大字三ツ渕字西之坪１１３８番
地

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型ダンプ運転手【塩尻
市／正社員】

塚原石産興業　株式会社 長野県岡谷市南宮１－７－５０ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

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

プラントオペレーター
【塩尻市／正社員】

塚原石産興業　株式会社 長野県岡谷市南宮１－７－５０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

重機オペレーター【塩尻
市／正社員】

塚原石産興業　株式会社 長野県岡谷市南宮１－７－５０ 雇用・労災・
健康・厚生

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 キャリア形
成

メカニック（自動車整備
士）（塩尻市）

長野ヤナセＡＧ株式会社 長野県長野市若宮１－２－１
長野ヤナセＡＧ株式会社

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

中型自動車免許

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

精肉ブロック担当者（安
曇野市・松本市・塩尻
市）

株式会社　綿半ホームエ
イド

長野県長野市南長池２０５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

鮮魚ブロック担当者（安
曇野市・松本市・塩尻
市）

株式会社　綿半ホームエ
イド

長野県長野市南長池２０５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ガス設備の設計施工管理
／塩尻支店

株式会社　エナキス 長野県上田市富士山２４１２－６ 雇用・労災・
健康・厚生

液化石油ガス設備士

２級管工事施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

ポルシェセンター松本
営業職（塩尻市）

ヨコタインタ－ナショナ
ル株式会社

長野県飯田市上郷飯沼１８４７－１ 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

フィアット・アバルト松
本　整備士

ヨコタインタ－ナショナ
ル株式会社

長野県飯田市上郷飯沼１８４７－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

二級自動車整備士

自動車検査員

雇用期間の定めなし キャリア形
成

フィアット・アバルト松
本　営業職（塩尻市）

ヨコタインタ－ナショナ
ル株式会社

長野県飯田市上郷飯沼１８４７－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ジャガーランドローバー
松本　営業職（塩尻市）

ヨコタインタ－ナショナ
ル株式会社

長野県飯田市上郷飯沼１８４７－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ジャガーランドローバー
松本　営業職（塩尻市）

ヨコタインタ－ナショナ
ル株式会社

長野県飯田市上郷飯沼１８４７－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

損害保険・生命保険営業 株式会社　アクセス 長野県塩尻市大字広丘吉田７８５－５ 雇用・労災・
健康・厚生

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
35歳以下 (1)9時00分～18時00分

220,000円～280,000円

TEL 03-5733-0563（従業員数 12人 ）
正社員 13040-29154622 就業場所 長野県塩尻市

月給
40歳以下 (1)9時00分～18時00分

210,000円～280,000円

TEL 03-5733-0563（従業員数 12人 ）
正社員 13040-29166122 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)9時00分～18時00分

180,000円～280,000円

TEL 0263-58-2411（従業員数 15人 ）
正社員 20020-20217821 就業場所 長野県塩尻市

月給 フレックス
32歳以下 (1)8時30分～17時30分

210,800円～273,800円

TEL 089-979-7014（従業員数 22人 ）
正社員 38010-36803721 就業場所 長野県塩尻市 給付

月給 変形（1年単位）
18歳～34歳 (1)8時00分～17時00分

185,000円～270,000円

TEL 026-221-2341（従業員数 7人 ）
正社員 20010-17979621 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

250,000円～270,000円

TEL 0266-73-8558（従業員数 4人 ）
正社員 20140- 7226821 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

250,000円～270,000円

TEL 0266-73-8558（従業員数 3人 ）
正社員 20140- 7228521 就業場所 長野県塩尻市

月給 フレックス
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

173,000円～270,000円

TEL 050-3486-7070（従業員数 21人 ）
正社員 21010-37212021 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

166,000円～267,000円 (2)8時00分～17時10分

(3)17時00分～8時10分

TEL 050-3416-3741（従業員数 16人 ）
正社員 13060-16323221 就業場所 長野県塩尻市 拠出・給付

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

221,000円～264,300円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-52-3321（従業員数 130人 ）
正社員 20020-20367321 就業場所 長野県塩尻市 厚生・拠出

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

214,000円～264,000円

TEL 0263-86-8722（従業員数 18人 ）
正社員 20020-19960121 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30分～17時30分

193,030円～262,550円

TEL 03-3517-3360（従業員数 5人 ）
正社員 13010-12220822 就業場所 長野県塩尻市

月給 フレックス
18歳～33歳 (1)9時00分～17時45分

216,149円～262,449円

TEL 03-6304-0689（従業員数 19人 ）
正社員 13080-87465921 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時00分～18時00分

215,000円～260,000円

TEL 03-5733-0563（従業員数 12人 ）
正社員以外 13040-29162622 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時00分～18時00分

205,000円～260,000円

TEL 03-5733-0563（従業員数 12人 ）
正社員以外 13040-29174122 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～260,000円

TEL 0263-54-4111（従業員数 9人 ）
正社員 20020-20541521 就業場所 長野県塩尻市

歯科衛生士 医療法人　内川歯科医院 長野県塩尻市大字広丘野村２１１５ 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

メンテナンス職／塩尻市
（松本営業所）

株式会社　日本ケアサプ
ライ

東京都港区芝大門１丁目１番３０号　芝ＮＢ
Ｆタワー９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／塩尻市（松
本営業所）

株式会社　日本ケアサプ
ライ

東京都港区芝大門１丁目１番３０号　芝ＮＢ
Ｆタワー９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

ルートセールス（清涼飲
料水）松本支店

サントリービバレッジソ
リューション株式会社

東京都新宿区西新宿８－１７－１
住友不動産新宿グランドタワー１１階

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

介護福祉士（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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

建設機械レンタル商品の
整備・管理／長野県塩尻
市

エスアールエス株式会社 東京都中央区日本橋３丁目１２－２　朝日ビ
ルヂング８Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

大型トラック運転手≪急
募≫（主要業務　建設重
機輸送）

株式会社　新川重機 長野県塩尻市大字広丘吉田３１８２ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

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

小型移動式クレーン運転
技能者

塩尻　ソヤノウッドパ
ワー発電所の運転保守管
理　転勤有

荏原環境プラント　株式
会社

東京都大田区羽田旭町１１－１ 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

メカニック（松本支店） コマツカスタマーサポー
ト株式会社　中部カンパ
ニー本社

岐阜県各務原市各務西町４丁目３０３－７ 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

カーテン、カーペット等
の販売及びコーディネー
ト・施工

株式会社　インテリア
ショップゆうあい

長野県茅野市中沖５－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

店長候補　カーテン販売
施工

株式会社　インテリア
ショップゆうあい

長野県茅野市中沖５－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気工事（送電設備）
（塩尻市）

クボタ電気工事　株式会
社

長野県長野市大字高田１２１５番地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

フィールドエンジニア
（サービスエンジニア）

三浦工業　株式会社 愛媛県松山市堀江町７番地 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

介護用品のレンタル・販
売

株式会社　丸屋家具 長野県塩尻市大字広丘吉田６６４－１ 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

メンテナンス職／塩尻市
（松本営業所）

株式会社　日本ケアサプ
ライ

東京都港区芝大門１丁目１番３０号　芝ＮＢ
Ｆタワー９階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ルート営業職／塩尻市
（松本営業所）

株式会社　日本ケアサプ
ライ

東京都港区芝大門１丁目１番３０号　芝ＮＢ
Ｆタワー９階

雇用・労災・
健康・厚生

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 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

173,000円～252,000円

TEL 0276-46-1111（従業員数 3人 ）
正社員 10050- 9022921 就業場所 長野県塩尻市 拠出・給付

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 20020-19928921 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 20020-19947721 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
35歳以下 (1)7時00分～16時00分

203,000円～250,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0263-85-1205（従業員数 50人 ）
正社員 20020-20114421 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 20020-20180521 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 20020-20183621 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 20020-20184921 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 20020-20189221 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)8時15分～17時15分

200,200円～248,000円 (2)5時00分～14時00分

(3)15時00分～0時00分

TEL 0263-52-0626（従業員数 261人 ）
正社員 20020-20253421 就業場所 長野県塩尻市 給付

時給
18歳～59歳 月額換算 (1)20時15分～5時00分

194,300円～245,875円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-19868821 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)10時00分～19時30分

190,000円～241,000円

TEL 042-728-7231（従業員数 2人 ）
正社員 13190-10241621 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 20020-20190621 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 20020-20132621 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 20020-20181421 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)8時30分～17時00分

171,300円～230,000円

TEL 078-251-0961（従業員数 5人 ）
正社員 28020-20060121 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～39歳 (1)9時00分～20時00分

207,950円～227,450円 (2)20時00分～9時00分

(3)9時00分～18時00分

TEL 026-227-8588（従業員数 30人 ）
正社員 20020-20335621 就業場所 長野県塩尻市 拠出

機械警備サービススタッ
フ（塩尻市）　【正社
員】

セコム上信越　株式会社
松本支社

長野県松本市双葉１０ー２２　双葉町ビルＢ
棟３階

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

（正）機械の点検、修理
（長野県塩尻市）

株式会社ハーテック・ミ
ワ

兵庫県神戸市中央区脇浜町２丁目１番１６号 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

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

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

メガネアドバイザー（塩
尻店）／正社員

株式会社　アイ・トピア 東京都町田市原町田　４－２０－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

自動車エンジン部品（鋳
造）の製造工程スタッフ

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 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

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

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

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

販売員（正社員） 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

総合職（医療機器の製
造）

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

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

物流ドライバー（運輸
部・塩尻営業所）≪急募
≫

株式会社　カネコ・コー
ポレーション

群馬県太田市東矢島町２０２番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許

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

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 20020-19987021 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 20020-19988721 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)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 20020-19989821 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 20020-19931221 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

198,720円～224,640円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-19824021 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 20020-19929121 就業場所 長野県塩尻市

月給
18歳以上 (1)17時00分～2時00分

190,000円～220,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)23時00分～8時00分

TEL 0263-26-2268（従業員数 8人 ）
正社員 20020-20019221 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

172,000円～219,730円 (2)9時00分～18時00分

(3)20時00分～4時00分

TEL 0263-50-5242（従業員数 18人 ）
正社員 20020-20588921 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 20020-19930821 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～217,495円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-19858021 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～217,495円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-19859721 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～217,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-19864921 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 20020-19926321 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

157,500円～215,000円

TEL 0263-50-5161（従業員数 8人 ）
正社員 20020-20658521 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 20020-20368621 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

213,849円～213,849円

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-19959321 就業場所 長野県塩尻市

【日勤のみ高時給】製
造、マシニング、旋盤業
務

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

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

グループホーム（日中支
援型）支援員　【生活支
援員】

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・
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

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

カメラ部品の検査業務 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

警備員 株式会社　ユニオン警備
保障　松本支社

長野県松本市大字岡田松岡１６８番地２ 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

施設警備員（大手配送セ
ンター）

有限会社　セントラル
松本支社

長野県松本市市場８－６ 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

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

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

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

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 定年を上限

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 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 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

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

157,760円～211,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-19874721 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 20020-20430621 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

162,462円～208,900円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-19849121 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 20020-20203321 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

205,624円～205,624円

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-19958421 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

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 20020-20133921 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

192,280円～200,640円

TEL 0263-31-3846（従業員数 5人 ）
正社員以外 20020-20506021 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 20020-20266021 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 20020-19860521 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 20020-19861421 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 20020-19991321 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 20020-19855621 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 20020-20257121 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 20020-20259721 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00分～17時00分

183,920円～192,280円

TEL 0263-31-3846（従業員数 5人 ）
正社員以外 20020-20162821 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 20020-20031021 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 月額換算 (1)7時45分～16時45分

189,336円～189,336円 (2)7時30分～16時30分

(3)0時00分～9時00分

TEL 0263-88-3426（従業員数 6人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-20463321 就業場所 長野県塩尻市 厚生

チルド倉庫での仕分け・
運搬

株式会社　ミックコーポ
レーション東日本　松本
営業所

長野県松本市大字島立１０９４－１
上條ビル２０１

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

【日勤のみ高時給】半導
体部品のバリ取り、検査

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

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

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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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
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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 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 20020-20205921 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問 (1)5時45分～15時00分

157,734円～225,000円 (2)11時00分～20時00分

TEL 026-269-6710（従業員数 6人 ）
正社員以外 20010-17986321 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

174,928円～184,660円

TEL 026-228-1069（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20010-18196821 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00分～16時00分

174,928円～184,660円 (2)10時00分～19時00分

(3)12時30分～21時30分

TEL 026-228-1069（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20010-18198521 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)6時00分～15時00分

174,928円～184,660円 (2)8時30分～17時30分

TEL 026-228-1069（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20010-18199421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時50分～18時30分

170,000円～220,700円

TEL 026-285-2471（従業員数 28人 ）
正社員 20070- 8539521 就業場所 長野県塩尻市ほか 給付

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～17時30分

160,700円～184,400円

TEL 048-644-5616（従業員数 7人 ）
正社員 11030-31377821 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
59歳以下 (1)9時00分～17時00分

180,000円～180,000円

TEL 0263-88-2149（従業員数 3人 ）
正社員 20020-20026221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

175,000円～175,000円 (2)16時00分～8時00分

TEL 0263-52-1791（従業員数 12人 ）
正社員 20020-20102721 就業場所 長野県塩尻市 厚生

日給 変形（1年単位）
61歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

172,000円～172,000円

TEL 0263-54-0742（従業員数 40人 ）
正社員以外 20020-20387021 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15分

168,000円～168,000円

TEL 0263-54-0088（従業員数 17人 ）
正社員 20020-20372221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 月額換算

164,160円～164,160円

TEL 0263-53-6300（従業員数 18人 ）
正社員以外 20020-20420521 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

157,440円～157,440円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-36-2671（従業員数 5人 ）
正社員 20020-20170821 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

157,440円～157,440円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-36-2671（従業員数 15人 ）
正社員 20020-20176921 就業場所 長野県塩尻市

その他 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 月額換算 (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 20020-20448621 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 20020-20392621 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問

950円～1,500円

TEL 0263-51-0318（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-20530721 就業場所 長野県塩尻市

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 一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 不問

木造建築士

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

タクシー乗務員　塩尻営
業所（正社員）二種免許
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

雇用期間の定めなし 定年を上限

［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

雇用・労災・
健康・厚生

メディカルクラーク（医
療事務技能審査）

雇用期間の定めなし 定年を上限

［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

雇用・労災・
健康・厚生

メディカルクラーク（医
療事務技能審査）

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理補助 あみもと（有限会社　も
んきち）

長野県塩尻市大門並木町１１－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

金属製品の検査・梱包
【急募】

株式会社　ダイヤ精工
松本工場

長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－１ 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　　【急募】 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

（大型トラッククレーン
付）ドライバー

株式会社　朝日陸送 長野県塩尻市大字広丘野村１６１０－４ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

小型移動式クレーン運転
技能者雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務 株式会社　サン・スタッ
フ

長野県塩尻市大門５７－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

商品配送・タイヤサービ
ス［長野県塩尻市］

株式会社ヨコハマタイヤ
ジャパン　関東甲信営業
本部

埼玉県さいたま市大宮区三橋２－７２７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車整備職 株式会社　スズキ自販長
野

長野県長野市稲里町中央４丁目１６番地３３
号

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

二級ガソリン自動車整備
士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護＜紹介予定派遣＞信
州介護人材誘致定着事業
（塩尻市）

マンパワーグループ株式
会社　甲信オフィス

長野県長野市岡田町２１５－１　フージャー
ス長野駅前ビル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

介護＜紹介予定派遣＞信
州介護人材誘致定着事業
（塩尻市）

マンパワーグループ株式
会社　甲信オフィス

長野県長野市岡田町２１５－１　フージャー
ス長野駅前ビル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

介護＜紹介予定派遣＞信
州介護人材誘致定着事業
（塩尻市）

マンパワーグループ株式
会社　甲信オフィス

長野県長野市岡田町２１５－１　フージャー
ス長野駅前ビル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

（嘱）調理師（塩尻市）
中村病院

日清医療食品株式会社
中部支店

長野県長野市栗田２１２５　長栄長野東口ビ
ル７階

雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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）
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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

1,200円～1,500円

TEL 0263-54-4111（従業員数 9人 ）
パート労働者 20020-20543321 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
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 20020-20675421 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
74歳以下 月額換算 (1)7時00分～16時00分

110,400円～132,480円

TEL 0265-98-8623（従業員数 70人 ）
正社員 20050- 8025721 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

1,280円～1,280円

TEL 0556-22-8661（従業員数 20人 ）
パート労働者 19050- 2620221 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時15分～16時45分

1,220円～1,280円

TEL 080-4621-9210（従業員数 33人 ）
パート労働者 20140- 7325421 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)3時00分～7時00分

1,150円～1,150円 (2)4時00分～8時00分

(3)2時00分～6時00分

TEL 0120-789-635（従業員数 149人 ）
パート労働者 23170-14513521 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 20020-20179721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～14時30分

1,050円～1,050円

TEL 0263-53-4019（従業員数 49人 ）
パート労働者 20020-20059821 就業場所 長野県塩尻市

時給
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 20020-20681221 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 20020-20207021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

1,000円～1,000円

TEL 0263-52-2958（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-20082021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

1,000円～1,000円

TEL 0263-36-2118（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-20286421 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

908円～1,126円 (2)8時00分～12時15分

TEL 026-228-1069（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣パート 20010-17969421 就業場所 長野県塩尻市

時給
61歳以下 (1)9時00分～18時00分

1,100円～1,100円

TEL 026-267-9000（従業員数 4人 ）
パート労働者 20010-18480121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)18時30分～22時00分

1,062円～1,062円

TEL 026-269-0530（従業員数 15人 ）
パート労働者 20010-18614321 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

910円～1,060円 (2)10時00分～19時00分

(3)11時00分～20時00分

TEL 026-243-3200（従業員数 142人 ）
パート労働者 20010-18425721 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問

1,010円～1,040円

TEL 080-4621-9210（従業員数 33人 ）
パート労働者 20140- 7323221 就業場所 長野県塩尻市

介護職員（ケアクルー）
／ツクイ塩尻＜デイサー
ビス＞

株式会社ツクイ（長野） 長野県茅野市仲町１５－６ 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

登録販売者（塩尻市） 株式会社　綿半ホームエ
イド

長野県長野市南長池２０５ 雇用・労災・
健康・厚生

登録販売者（一般医薬
品）

雇用期間の定めなし 定年を上限

食品スーパー内での短時
間店舗スタッフ（塩尻
市・塩尻東店）

パーソルマーケティング
株式会社　長野支店

長野県長野市南千歳２丁目１２番地１　長野
セントラルビル３階

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

営業補助（松本・塩尻
市）

株式会社　東邦不動産プ
ラザ

長野県長野市北石堂町１４５５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護＜紹介予定派遣＞信
州介護人材誘致定着事業
（塩尻市）

マンパワーグループ株式
会社　甲信オフィス

長野県長野市岡田町２１５－１　フージャー
ス長野駅前ビル１Ｆ

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

松本歯科大学寮の清掃業
務

株式会社　ウィルトス 長野県松本市本庄１－１－１３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

果樹の農作業・販売 原遊覧園・原農園 長野県塩尻市大字宗賀桔梗ヶ原７１－５２ 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

石油製品（灯油）の配送 ヤマサ總業株式会社 長野県塩尻市大字広丘野村字高田２３５番地 雇用・労災 危険物取扱者（乙種）

準中型自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

【急募】フィールド職
（仕分け：松本営業所）

佐川急便株式会社 愛知県小牧市大字三ツ渕惣作１３５０ 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

看護師／ツクイ塩尻＜デ
イサービス＞

株式会社ツクイ（長野） 長野県茅野市仲町１５－６ 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

保健師

商品管理及び販売 株式会社　プラスワン 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢１８１８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

清掃作業員（みどり湖Ｐ
Ａ）＊急募＊

有限会社　塩沢土建 長野県下伊那郡松川町元大島３０１０－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

歯科衛生士 医療法人　内川歯科医院 長野県塩尻市大字広丘野村２１１５ 労災 歯科衛生士

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

時給 交替制あり
不問

1,000円～1,000円

TEL 06-6368-1020（従業員数 78人 ）
パート労働者 27060-34990821 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時30分～16時30分

990円～990円 (2)10時00分～19時30分

(3)16時30分～10時00分

TEL 0263-36-2671（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020-20060421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

950円～950円

TEL 0263-52-0329（従業員数 27人 ）
パート労働者 20020-20386121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)17時00分～22時00分

950円～950円 (2)10時00分～15時30分

TEL 0263-53-6300（従業員数 18人 ）
パート労働者 20020-20421421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)14時00分～20時00分

940円～940円

TEL 0263-52-1895（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020-20081121 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～10時00分

930円～961円 (2)15時15分～18時00分

TEL 080-4621-9210（従業員数 33人 ）
パート労働者 20140- 7326321 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)8時00分～10時00分

930円～961円 (2)15時15分～18時00分

TEL 080-4621-9210（従業員数 33人 ）
パート労働者 20140- 7327621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)14時00分～18時00分

950円～950円

TEL 026-217-6570（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣パート 20010-18528921 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下

910円～950円

TEL 0264-52-1235（従業員数 48人 ）
パート労働者 20100- 1345221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～11時30分

930円～930円 (2)14時00分～17時00分

TEL 0268-24-3411（従業員数 6人 ）
パート労働者 20040-11796521 就業場所 長野県塩尻市

時給
74歳以下 (1)7時00分～18時00分

920円～920円

TEL 0265-98-8623（従業員数 70人 ）
パート労働者 20050- 8018221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～14時00分

910円～910円 (2)16時00分～21時00分

TEL 049-267-7979（従業員数 18人 ）
パート労働者 11040-18990721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～11時30分

910円～910円 (2)7時00分～11時30分

(3)8時30分～12時00分

TEL 0263-31-0733（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-19796221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)12時00分～18時00分

910円～910円

TEL 0263-57-7886（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020-20552621 就業場所 長野県塩尻市

時給
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 20020-20679121 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 20020-20680821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

910円～910円

TEL 0264-52-1235（従業員数 48人 ）
パート労働者 20100- 1349621 就業場所 長野県塩尻市

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

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

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

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

清掃業務（みずほの里）
（さじきの里）

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

雇用期間の定めなし 不問

調理補助（塩尻市） 富士食品商事　株式会社 埼玉県ふじみ野市上福岡２－６－１０ 労災

雇用期間の定めなし 不問

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

清掃作業員（みどり湖Ｐ
Ａ）＊急募＊

有限会社　塩沢土建 長野県下伊那郡松川町元大島３０１０－１ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

清掃／塩尻市【急募】 株式会社　日本ビルシス
テムズ

長野県上田市天神１丁目８番１号　上田駅前
ビルパレオ３Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

（派）宅配便の梱包、仕
分け、発送作業（塩尻
市）

ヤマト・スタッフ・サプ
ライ株式会社　長野支店

長野県長野市中御所１－１６－１６
藤栄中御所ビル４階

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

送迎職員（ケアドライ
バー）／ツクイ塩尻：６
０歳≦

株式会社ツクイ（長野） 長野県茅野市仲町１５－６ 労災

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

送迎職員（ケアドライ
バー）／ツクイ塩尻＜デ
イサービス＞

株式会社ツクイ（長野） 長野県茅野市仲町１５－６ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

パンの販売 有限会社　中村屋パン店 長野県塩尻市大門七番町８－３ 労災

雇用期間の定めなし 不問

介護職員［塩尻市大門］
認知症グループホーム
早遅夜勤

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）
法令の規定
により年齢
制限がある

介護福祉士

調理補助 あみもと（有限会社　も
んきち）

長野県塩尻市大門並木町１１－１５ 労災

雇用期間の定めなし 不問

段ボールケース製造の仕
上げ

有限会社　中信紙工 長野県塩尻市広丘郷原南原１０００－９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

キッチン・ホールスタッ
フ（スシロー塩尻店　１
６９）

株式会社　あきんどスシ
ロー

大阪府吹田市江坂町１－２２－２ 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

★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 : 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 : １１月 １６日（水）１４：００～１５：００

募集職種 ： 製造業務 （金属加工・組立・検査・物流業務 他）

＊有期雇用派遣労働者 ＊就業場所：上松町・大桑村

求人番号：20060-6273121/20060-6456921

20060-8414721/20060-8412121

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

開催企業 : （株）グローバルガード
開催場所 ： ハローワーク木曽福島 １階 会議室

日 時 : １１月 ２４日（木）１０：００～１１：３０

募集職種 ： 交通誘導・駐車場警備員
求人番号：20020-18486921（正社員）/20020-18488021（パート）

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。
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