
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 2人 ）
正社員 20020-20966621 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

220,000円～550,000円

TEL 0263-54-7475（従業員数 7人 ）
正社員 20020-20961821 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時10分

370,000円～520,000円

TEL 0263-52-2918（従業員数 363人 ）
正社員 20020-20808221 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20分～17時30分

180,000円～450,000円

TEL 0263-88-8920（従業員数 23人 ）
正社員 20020-20778821 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

306,000円～408,000円

TEL 0263-88-6756（従業員数 1人 ）
正社員 20020-20983921 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳

270,000円～380,000円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
正社員 20020-20755421 就業場所 長野県塩尻市

月給
40歳以下 (1)8時10分～18時00分

246,304円～378,256円

TEL 0263-54-4778（従業員数 15人 ）
正社員 20020-20973321 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

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 20020-20820921 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 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)7時00分～16時00分

274,000円～319,000円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0263-51-6211（従業員数 121人 ）
正社員 20020-20870121 就業場所 長野県塩尻市

【夜勤なし】　看護職
（正職員）

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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

配送 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

美容用品の営業（理美容
室への業務用化粧品の販
売）

株式会社　サンレア 長野県塩尻市大字広丘野村２０１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

大型ドライバー 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・
健康・厚生

大型自動車免許

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

現場作業員　　【経験
者】【資格取得制度あ
り】

ｎｓ株式会社　エヌエス
商事

長野県塩尻市大字広丘堅石１１９０－４ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の建設工事関係資
格

その他の土木・舗装・線
路工事関係資格雇用期間の定めなし 不問

ボイラー整備士

自動機・治具等設計 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

経営幹部　管理（総務人
事、経理、情報システ
ム）の部長

株式会社　サンコー 長野県塩尻市大字広丘野村９５９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

工事現場管理　【経験
者】

株式会社　幸成建設 長野県塩尻市大字大門７２－４ 雇用・労災・
健康・厚生

２級土木施工管理技士

１級土木施工管理技士

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 有限会社　エイチ・
オー・エス

長野県塩尻市広丘野村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１１月１７日発行 （１１月８日～１１月１５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 20020-20901121 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

210,000円～290,000円 (2)16時00分～9時00分

TEL 0263-52-0145（従業員数 49人 ）
正社員 20020-21008621 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)4時30分～14時00分

182,160円～282,200円 (2)10時30分～20時00分

(3)6時30分～15時30分

TEL 0263-36-1721（従業員数 21人 ）
正社員以外 20020-20912821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

201,300円～281,800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 20020-20871021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

230,000円～280,000円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
正社員 20020-20756321 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)3時00分～12時00分

220,000円～280,000円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
正社員 20020-20761221 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

203,000円～273,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-88-5885（従業員数 12人 ）
正社員 20020-21082321 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
44歳以下 (1)8時20分～17時20分

200,000円～270,000円

TEL 0263-31-0030（従業員数 170人 ）
正社員 20020-20882221 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時20分～17時20分

200,000円～270,000円

TEL 0263-31-0030（従業員数 170人 ）
正社員 20020-20883521 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時20分～17時20分

200,000円～270,000円

TEL 0263-31-0030（従業員数 170人 ）
正社員 20020-20935121 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

231,000円～251,000円

TEL 0263-31-3772（従業員数 33人 ）
正社員 20020-21067621 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

200,000円～250,000円

TEL 0263-31-5100（従業員数 35人 ）
正社員 20020-20730321 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)7時40分～16時20分

195,000円～240,000円 (2)8時40分～17時20分

(3)10時00分～18時40分

TEL 0263-59-7008（従業員数 41人 ）
正社員 20020-20916321 就業場所 長野県塩尻市 拠出・給付

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時45分～17時15分

185,000円～240,000円

TEL 0263-50-7305（従業員数 2人 ）
正社員 20020-20955521 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳～69歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

172,000円～236,500円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-35-9440（従業員数 42人 ）
正社員以外 20020-20842521 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

230,000円～230,000円

TEL 0263-51-0040（従業員数 13人 ）
正社員 20020-20822021 就業場所 長野県塩尻市

畳・襖の配送・営業
【飛び込み営業なし】

とりまつ畳　株式会社
長野営業所

長野県塩尻市大字広丘高出１８２６－１４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

交通誘導警備員　　【未
経験者歓迎】

有限会社　サービス長野 長野県松本市中条２－１５
メゾン・ド・ロワール２０１

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 定年を上限

税理士補助業務 水谷哲智税理士事務所 長野県塩尻市大字広丘原新田５７１番地９
Ｍ＆Ｐビル１階

雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

雇用期間の定めなし キャリア形
成

生産（製造）業務 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・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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・
健康・厚生

運行管理者（貨物）

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

中型自動車免許

看護職（ウィズ塩尻） 株式会社　ソーシャル・
ネットワーク

長野県松本市並柳１－１６－２４ 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

板金検査・品質管理業務 城北工業　株式会社 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

精密板金加工 城北工業　株式会社 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

精密板金塗装業務 城北工業　株式会社 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－２１ 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（松本・塩尻・安
曇野）

株式会社　ヤマタケ 長野県松本市渚４丁目１６－４ 雇用・労災・
健康・厚生

交通誘導警備業務検定２
級

雇用期間の定めなし 定年を上限

ドライバー（４ｔ）【県
内配送業務】

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・
健康・厚生

中型自動車免許

８トン限定中型自動車免
許雇用期間の定めなし 定年を上限

大型自動車免許

ドライバー（４ｔ） 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・
健康・厚生

中型自動車免許

８トン限定中型自動車免
許雇用期間の定めなし 定年を上限

大型自動車免許

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

調理師・調理員（桔梗ヶ
原病院）

シダックス　フードサー
ビス　株式会社　相澤病
院事業所

長野県松本市本庄２－５－１　
　社会医療法人財団慈泉会　相澤病院（栄養
科）内

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

調理師

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

看護師 医療法人　雄久会　塩尻
病院

長野県塩尻市大門六番町４番３６号 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

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

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
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

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

213,759円～213,759円

TEL 0263-50-7380（従業員数 5人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-20758921 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時45分～18時30分

210,000円～210,000円

TEL 0263-52-0498（従業員数 7人 ）
正社員 20020-21007321 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

163,200円～204,000円

TEL 0263-88-6756（従業員数 1人 ）
正社員 20020-20990321 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

160,000円～200,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0263-52-0145（従業員数 49人 ）
正社員 20020-21009921 就業場所 長野県塩尻市

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

159,100円～182,750円

TEL 0263-24-2351（従業員数 23人 ）
正社員以外 20020-20865821 就業場所 長野県塩尻市

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

159,100円～182,750円

TEL 0263-24-2351（従業員数 23人 ）
正社員 20020-20868421 就業場所 長野県塩尻市ほか

日給 変形（1ヶ月単位）
60歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

159,100円～182,750円

TEL 0263-24-2351（従業員数 23人 ）
正社員以外 20020-20869321 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
59歳以下 (1)8時10分～18時00分

180,000円～180,000円

TEL 0263-54-4778（従業員数 15人 ）
正社員 20020-20975921 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)11時00分～20時00分

TEL 0263-51-6610（従業員数 72人 ）
正社員以外 20020-20979821 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

172,801円～172,801円

TEL 0263-87-8673（従業員数 20人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-20763421 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 2人 ）
パート労働者 20020-20967921 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～16時45分

1,500円～1,500円

TEL 0263-54-4619（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-20995721 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
不問 (1)9時00分～16時00分

1,100円～1,300円 (2)10時00分～16時00分

TEL 0263-52-3153（従業員数 0人 ）
パート労働者 20020-20692321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,050円～1,300円

TEL 0263-87-2455（従業員数 1人 ）
パート労働者 20020-20999421 就業場所 長野県塩尻市

営業事務 ブラスト株式会社 長野県塩尻市大門幸町８－１４ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

事務アシスタント／新築
オフィスでの勤務／趣味
が活かせる

有限会社　コマツ住研 長野県塩尻市大門桔梗町１６－１５ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

シェル（中子）の製造
【期間限定】

有限会社　田中製作所 長野県塩尻市広丘野村７９６－１２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

歯科技工士 有限会社　エイチ・
オー・エス

長野県塩尻市広丘野村１６５８－２３ 労災 歯科技工士

雇用期間の定めなし 不問

倉庫内での部品等のピッ
キング仕分け等

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

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

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）

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

美容材料の配達 株式会社　サンレア 長野県塩尻市大字広丘野村２０１２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

警備員【松本】【６０歳
以上専用求人】

株式会社　トスネット上
信越　松本営業所

長野県松本市大字笹賀８１５５番地
ウェルズ２１杉山Ｃ号室

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

警備員【松本】（公共工
事及びイベント）≪急募
≫

株式会社　トスネット上
信越　松本営業所

長野県松本市大字笹賀８１５５番地
ウェルズ２１杉山Ｃ号室

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

トラック運転手（軽・２
ｔ）及び交通誘導≪急募
≫

株式会社　トスネット上
信越　松本営業所

長野県松本市大字笹賀８１５５番地
ウェルズ２１杉山Ｃ号室

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

ヘルパー（看護補助員）
【急募】

医療法人　雄久会　塩尻
病院

長野県塩尻市大門六番町４番３６号 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

現場作業員　　【未経験
者】【資格取得制度あ
り】

ｎｓ株式会社　エヌエス
商事

長野県塩尻市大字広丘堅石１１９０－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

歯科衛生士 歯科手塚医院 長野県塩尻市宗賀７３－２５８ 雇用・労災・
厚生・その他

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

【日勤のみ高時給】目視
での検査、梱包、出荷業
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

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
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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30分～15時00分

950円～1,200円

TEL 0263-36-1721（従業員数 21人 ）
パート労働者 20020-20911721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)18時00分～22時00分

930円～1,100円

TEL 0263-85-1205（従業員数 37人 ）
パート労働者 20020-21051121 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
不問

950円～1,050円

TEL 0263-34-9127（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-20839121 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～69歳 (1)8時00分～17時00分

1,000円～1,000円

TEL 0263-35-9440（従業員数 42人 ）
パート労働者 20020-20858821 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問 (1)8時00分～13時00分

910円～1,000円 (2)14時00分～19時00分

TEL 0263-52-0142（従業員数 9人 ）
パート労働者 20020-21001021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

910円～1,000円

TEL 0263-52-0142（従業員数 9人 ）
パート労働者 20020-21002721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～13時00分

910円～1,000円

TEL 0263-52-0142（従業員数 9人 ）
パート労働者 20020-21004221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

908円～1,000円 (2)13時00分～21時45分

TEL 0263-54-3939（従業員数 28人 ）
パート労働者 20020-21057421 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 20020-20739421 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～12時30分

950円～950円 (2)12時30分～17時00分

(3)17時00分～21時30分

TEL 0263-31-3772（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020-21063221 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)5時30分～10時30分

940円～940円

TEL 0263-51-0381（従業員数 48人 ）
パート労働者 20020-20831721 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～11時30分

925円～925円 (2)15時00分～18時00分

TEL 0263-35-3344（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-21013521 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)0時00分～3時00分

908円～920円

TEL 0263-31-5100（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-20731621 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

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

構内作業 有限会社　八洲ロジテッ
ク

長野県塩尻市大字広丘野村１９２３ 労災 ８トン限定中型自動車免
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

清掃業務（塩尻市市民交
流センターえんぱーく）

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 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

管制要員　【長野支社】 株式会社　ＫＳＰ・ＷＥ
ＳＴ　長野支社

長野県塩尻市大字大門７４－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売スタッフ 株式会社　ソーシャル・
ネットワーク

長野県松本市並柳１－１６－２４ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

受付スタッフ及び事務ス
タッフ

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 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

惣菜製造販売（本店） 株式会社　加藤鯉鶏肉店 長野県塩尻市大門一番町１３－２１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

惣菜製造販売（広丘）
《急募》

株式会社　加藤鯉鶏肉店 長野県塩尻市大門一番町１３－２１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

惣菜製造販売（大門ウイ
ングロード内）

株式会社　加藤鯉鶏肉店 長野県塩尻市大門一番町１３－２１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

交通誘導警備員 有限会社　サービス長野 長野県松本市中条２－１５
メゾン・ド・ロワール２０１

雇用・労災 原動機付自転車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

語学教室運営補助事務 エイケイカンパニー　株
式会社

長野県松本市旭２－３－１５ 労災

雇用期間の定めなし 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

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調理補助（桔梗ヶ原病
院）

シダックス　フードサー
ビス　株式会社　相澤病
院事業所

長野県松本市本庄２－５－１　
　社会医療法人財団慈泉会　相澤病院（栄養
科）内

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問
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