
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00分～18時30分

224,000円～600,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 36人 ）
正社員 20020-19768921 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

350,000円～450,000円

TEL 0263-87-7858（従業員数 9人 ）
正社員 20020-19946021 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10分

373,500円～431,000円

TEL 0263-75-7303（従業員数 4人 ）
正社員 20020-19916521 就業場所 長野県塩尻市

月給
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 2人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-19651521 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)10時00分～19時00分

200,000円～400,000円

TEL 0263-51-5855（従業員数 3人 ）
正社員 20020-19670321 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

300,000円～400,000円

TEL 0263-87-7858（従業員数 9人 ）
正社員 20020-19852521 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

250,000円～350,000円

TEL 0263-87-7858（従業員数 9人 ）
正社員 20020-19854321 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10分

258,600円～345,000円

TEL 0263-75-7303（従業員数 4人 ）
正社員 20020-19896621 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30分～17時30分

220,000円～300,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0263-50-7633（従業員数 6人 ）
正社員 20020-19777121 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)16時00分～1時10分

224,000円～280,000円 (2)0時00分～9時10分

TEL 0263-50-7380（従業員数 10人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-19780521 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

202,000円～265,000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 20020-19980221 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

202,000円～265,000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 20020-19982421 就業場所 長野県塩尻市

看護助手（ケアワー
カー）

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 定年を上限

介護職員 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

介護職員初任者研修修了
者

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

介護福祉士

≪急募≫半導体の製造補
助

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

ルート営業 トーエイ機材　株式会社
本部・中信センター

長野県塩尻市大字下西条２０９－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

大工　【見習い・未経験
者】【急募】

株式会社　Ｎｅｏｂｅｅ 長野県塩尻市大字北小野４１１６番地９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

サービスエンジニア正社
員

株式会社　しなのマシナ
リー

長野県塩尻市大字広丘野村１９７５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業（正社員） 株式会社　しなのマシナ
リー

長野県塩尻市大字広丘野村１９７５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

来店型店舗でのカウン
ター営業

アルピコ保険リース株式
会社

長野県塩尻市大字広丘野村１６８８番地１
コミュニティマーケットプレイスＧＡＺＡ３
階

雇用・労災・
健康・厚生

生命保険業界共通教育制
度一般課程試験

雇用期間の定めなし 定年を上限

アプリ開発（モニタリン
グシステム）【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　【経験者】【急
募】

株式会社　Ｎｅｏｂｅｅ 長野県塩尻市大字北小野４１１６番地９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

サービスエンジニア正社
員（経験者募集）

株式会社　しなのマシナ
リー

長野県塩尻市大字広丘野村１９７５ 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

２級建築施工管理技士

その他の建設工事関係資
格１級建築施工管理技士雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

一般建築（オフィス・工
場・マンションなど）の
施工管理

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９

℡ 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４日発行 （１０月２５日～１１月１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)8時30分～17時30分

202,000円～265,000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 20020-19992621 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

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

日給 変形（1年単位）
59歳以下 月額換算 (1)7時00分～15時00分

190,000円～260,000円

TEL 0263-52-0737（従業員数 24人 ）
正社員 20020-19551021 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時20分～17時00分

170,000円～260,000円

TEL 0263-52-1150（従業員数 92人 ）
正社員 20020-19700121 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時15分～17時05分

209,000円～259,000円

TEL 0263-52-2451（従業員数 40人 ）
正社員 20020-19714421 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

205,000円～257,000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 2人 ）
正社員 20020-19693221 就業場所 長野県塩尻市 拠出

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 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時00分～2時00分

200,000円～250,000円

TEL 0263-26-2268（従業員数 8人 ）
正社員 20020-19711821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)17時00分～2時00分

200,000円～250,000円

TEL 0263-26-2268（従業員数 8人 ）
正社員 20020-19716621 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～250,000円

TEL 0263-87-7495（従業員数 7人 ）
正社員 20020-19753721 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

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)8時00分～17時00分

180,000円～230,000円

TEL 0263-52-4152（従業員数 17人 ）
正社員 20020-19645321 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)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

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

製造要員（研磨材） 南興セラミックス　株式
会社　塩尻工場

長野県塩尻市宗賀牧野３６６１ 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

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

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

ファイバー溶接機オペ
レーター

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

警備員（大手配送セン
ター）【急募】〈６０歳
以上専用求人〉

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 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

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

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

社内情報システム担当 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

ＮＣ旋盤工（段取り・プ
ログラム経験者）

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 定年を上限

酒類食品製造工 株式会社　アルプス 長野県塩尻市塩尻町２６０ 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 定年を上限

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

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

倉庫内作業・運搬 有限会社　昭光産業 長野県塩尻市大字宗賀１番地（昭和電工
（株）塩尻事業所内）

雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能
者

玉掛技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

グループホーム介護職員 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

介護職員初任者研修修了
者

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

介護福祉士
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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

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 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 月額換算 (1)7時00分～16時00分

216,720円～225,320円 (2)9時00分～18時00分

(3)11時30分～20時30分

TEL 0263-51-6211（従業員数 121人 ）
正社員以外 20020-19664121 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

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

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

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

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
40歳以下 (1)10時00分～19時00分

175,000円～210,000円

TEL 0263-25-9020（従業員数 18人 ）
正社員 20020-19769121 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

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

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 20020-19834821 就業場所 長野県塩尻市

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

【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

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

【急募】アテンダント
（接客応対）

ＮＴＰトヨタ信州　株式
会社

長野県松本市鎌田１－９－１３ 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

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

【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

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

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

特別養護老人ホームの
【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

雇用期間の定めなし 定年を上限

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
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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）
40歳以下 (1)8時30分～17時00分

189,400円～202,600円 (2)8時30分～17時30分

(3)8時30分～15時00分

TEL 0263-58-3620（従業員数 21人 ）
正社員 20020-19639921 就業場所 長野県塩尻市 給付

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

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)11時00分～20時00分

TEL 0263-51-6610（従業員数 72人 ）
正社員 20020-19948821 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)9時00分～18時00分

170,000円～190,000円

TEL 0263-88-2383（従業員数 18人 ）
正社員 20020-19890721 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

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
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

146,595円～176,925円 (2)8時30分～17時00分

TEL 0263-26-1400（従業員数 80人 ）
正社員 20020-19697621 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

158,100円～158,100円

TEL 0263-24-3345（従業員数 12人 ）
正社員以外 20020-19620621 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 月額換算 (1)9時00分～18時00分

143,871円～150,195円

TEL 0263-51-6330（従業員数 20人 ）
正社員以外 20020-19673121 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)8時00分～17時00分

8,000円～12,000円

TEL 0263-26-2268（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-19717921 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

1,000円～1,500円

TEL 0263-26-2268（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-19720221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～16時30分

1,345円～1,445円 (2)9時00分～13時00分

TEL 0263-36-2671（従業員数 36人 ）
パート労働者 20020-19726121 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,135円～1,135円

TEL 0263-36-2671（従業員数 818人 ）
パート労働者 20020-19568121 就業場所 長野県塩尻市ほか

家事代行スタッフ（ニチ
イ）◇介護有資格者◇松
本・塩尻

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

介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師

通所介護看護師＜塩尻き
きょう＞

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 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

警備員（大手配送セン
ター）【週１日からＯ
Ｋ】】

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

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

警備員（大手配送セン
ター）【急募】〈６０歳
以上専用求人〉

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

雇用期間の定めなし 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

アウトドア商品の荷卸し
及び仕分け　【土日祝休
み】

株式会社　エイアンドエ
フ長野物流センター

長野県塩尻市大字広丘高出１６８０ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

倉庫内作業、ピッキング 株式会社　スワリク　松
本営業所

長野県松本市市場１０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

共済窓口業務 松本ハイランド農業協同
組合

長野県松本市南松本１丁目２－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

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

医療事務員 株式会社　ＦＭＩ 長野県塩尻市大字広丘吉田３０５６ 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

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

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

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

一般事務及び経理事務 橋本産業株式会社　松本
営業所

長野県塩尻市広丘吉田道西７００－１ 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
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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)9時00分～16時00分

970円～970円 (2)9時00分～17時00分

TEL 0263-51-5110（従業員数 195人 ）
パート労働者 20020-19943621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～14時00分

910円～930円

TEL 0263-85-1050（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020-19601221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～12時00分

920円～920円 (2)8時30分～15時00分

TEL 0263-25-4030（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-19650221 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
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)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

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

清掃スタッフ（レザン
ホール）

株式会社　アシスト＆ソ
リューション

長野県松本市野溝西２丁目２－３２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

給食調理代務員（塩尻市
保育園）

シダックス大新東ヒュー
マンサービス　株式会社
松本営業所

長野県松本市村井町南３－５－２
ちくま第３ビル８Ｆ

労災 調理師

栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

医療機器の組立・調整・
検査（塩尻）

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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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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

※マスクの着用をお願いします。

※発熱のほか風邪症状のある方はご遠慮ください。

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 : １１月 ８日（火）１０：３０～１１：３０

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

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。

★応募を前提としない説明会です。お気軽にご参加ください。
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