
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 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 20020-21945321 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 20020-21948121 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 20020-21953321 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 20020-21955921 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 20020-21959821 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

150,000円～400,000円

TEL 0263-88-2244 （従業員数 2人 ）
正社員 20020-22183121 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～400,000円

TEL 0263-54-8388 （従業員数 25人 ）
正社員 20020-22293421 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～400,000円

TEL 0263-54-8388 （従業員数 25人 ）
正社員 20020-22294321 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～400,000円

TEL 0263-54-8388 （従業員数 25人 ）
正社員 20020-22295621 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～400,000円

TEL 0263-54-8388 （従業員数 25人 ）
正社員 20020-22296921 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～370,000円

TEL 0263-50-8364 （従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-21949021 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

288,000円～360,000円

TEL 0263-86-9140 （従業員数 3人 ）
正社員 20020-21686221 就業場所 長野県塩尻市

大判プリンタのファーム
ウェア設計業務【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

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

所在地・就業場所

製品安全関連法規制対応
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

生産技術業務【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

ＧＵＩ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

高齢者施設紹介業務 株式会社　アイリンク 長野県塩尻市大字大門５７－４－１０８ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了
者

雇用期間の定めなし キャリア形
成

評価業務及びエレキ設計
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

機械設計技術者（Ｕ・Ｉ
ターン併用）

株式会社　ランテックプ
ランナー

長野県塩尻市大字片丘９８２８－８　今泉南テ
クノヒルズ産業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ラダーソフト及びハード
設計技術者（Ｕ・Ｉター
ン併用）

株式会社　ランテックプ
ランナー

長野県塩尻市大字片丘９８２８－８　今泉南テ
クノヒルズ産業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ラダーソフト及びハード
設計技術者（Ｕ・Ｉター
ン併用）

株式会社　ランテックプ
ランナー

長野県塩尻市大字片丘９８２８－８　今泉南テ
クノヒルズ産業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械配線・制御ボックス
配線技術者（Ｕ・Ｉター
ン併用）

株式会社　ランテックプ
ランナー

長野県塩尻市大字片丘９８２８－８　今泉南テ
クノヒルズ産業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

建設【経験者】　【資格
取得制度あり】　≪急募
≫

村田工業 長野県塩尻市大字広丘吉田５８１－１８０ 雇用・労災・
その他

玉掛技能者

雇用期間の定めなし 不問

試験業務／校正業務【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

℡ 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１２月８日発行 （１１月２９日～１２月６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
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～350,000円

TEL 0263-58-1600 （従業員数 5人 ）
正社員 20020-21644821 就業場所 長野県塩尻市

月給
18歳以上 (1)7時30分～18時00分

180,000円～350,000円

TEL 0263-56-2669 （従業員数 8人 ）
正社員 20020-21954621 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10分

250,000円～350,000円

TEL 0263-53-0923 （従業員数 45人 ）
正社員 20020-22039721 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～16時40分

345,000円～345,000円

TEL 0263-87-6371 （従業員数 14人 ）
正社員 20020-21868121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)7時30分～17時00分

217,000円～325,500円

TEL 090-5431-3509（従業員数 2人 ）
正社員 20020-22342621 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10分

210,000円～300,000円 (2)16時00分～0時30分

(3)0時00分～8時30分

TEL 0263-53-0923 （従業員数 45人 ）
正社員 20020-22038021 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

188,000円～300,000円 (2)19時00分～8時30分

TEL 0263-97-3030 （従業員数 17人 ）
正社員 20020-22160221 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

264,000円～300,000円 (2)16時00分～9時30分

TEL 0263-51-6301 （従業員数 250人 ）
正社員 20020-22247021 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

188,060円～297,085円

TEL 0263-54-1390 （従業員数 50人 ）
正社員 20020-22052121 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給
35歳以下 (1)9時00分～18時00分

188,060円～297,085円

TEL 0263-54-1390 （従業員数 50人 ）
正社員 20020-22053021 就業場所 長野県塩尻市 厚生

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

240,000円～288,000円

TEL 0263-86-9140 （従業員数 3人 ）
正社員 20020-21678821 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
39歳以下 (1)8時30分～17時30分

220,000円～280,000円 (2)8時30分～13時30分

TEL 0263-51-0351 （従業員数 7人 ）
正社員 20020-21935521 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 20020-21943521 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

222,000円～278,000円 (2)16時00分～9時30分

TEL 0263-51-6301 （従業員数 250人 ）
正社員 20020-22249821 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

276,080円～276,080円

TEL 0263-50-7380 （従業員数 10人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-21783521 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05分

216,500円～272,100円 (2)8時00分～16時35分

TEL 050-3135-0101（従業員数 7人 ）
正社員 20020-22143821 就業場所 長野県塩尻市 給付

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時30分～16時30分

166,000円～270,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)12時30分～21時30分

TEL 0263-51-1128 （従業員数 33人 ）
正社員 20020-22144221 就業場所 長野県塩尻市

建築工事（木造） 株式会社　拓美綜健 長野県塩尻市大字みどり湖２０９－９ 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

現場技術者・現場管理 株式会社　塩尻水建 長野県塩尻市広丘吉田９７８－２ 雇用・労災・
健康・厚生

１級土木施工管理技士

１級管工事施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

２級土木施工管理技士

作業工（半自動溶接）
《急募》【正社員】

ＣＭＣＳ　株式会社 長野県塩尻市大字広丘野村１６０６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

品質保証（ＩＳＯ関連業
務）

株式会社　シンセイ 長野県塩尻市大字宗賀日出塩５６８３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

機械加工・成形機オペ
レーター・測定検査・一
般事務

株式会社　シンセイ 長野県塩尻市大字宗賀日出塩５６８３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

土木現場作業員 直富建設 長野県塩尻市大字塩尻町１６１－２１ 雇用・労災・
その他

雇用期間の定めなし 不問

看護師（桔梗ヶ原病院） 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

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

灯油配送業務（石油ロー
リー車）【塩尻支店】

サンリン　株式会社 長野県東筑摩郡山形村字下本郷４０８２－３ 雇用・労災・
健康・厚生

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

営業【Ｉ・Ｕターン併
用】

株式会社　ユリーカ　長
野本社

長野県塩尻市大字広丘野村１６８８－１
広丘ショッピングタウン（ＧＡＺＡ）３Ｆ

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

業務システムエンジニア
【Ｉ・Ｕターン併用】

株式会社　ユリーカ　長
野本社

長野県塩尻市大字広丘野村１６８８－１
広丘ショッピングタウン（ＧＡＺＡ）３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

修理・メンテナンス（住
宅水回り機器）

寿メンテナンス 長野県塩尻市大字広丘野村１７８８－６３４ 雇用・労災・
健康・厚生

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

鉄筋工作　【未経験者歓
迎】【資格取得制度あ
り】　≪急募≫

村田工業 長野県塩尻市大字広丘吉田５８１－１８０ 雇用・労災・
その他

雇用期間の定めなし 不問

准看護師（桔梗ヶ原病
院）

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

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

評価業務（試作・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

施工職 丸井産業株式会社　松本
出張所

長野県塩尻市大字広丘野村１８８７－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

鋳物の製品の前処理工程
【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（ショートステ
イ・グループホーム）

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

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

222,000円～270,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-51-6610 （従業員数 62人 ）
正社員 20020-22164621 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

240,000円～270,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6301 （従業員数 250人 ）
正社員 20020-22248721 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

240,000円～270,000円

TEL 0263-51-6301 （従業員数 250人 ）
正社員 20020-22252621 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳～59歳 月額換算 (1)5時00分～14時00分

205,760円～260,200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 20020-21748021 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 0263-52-3180 （従業員数 7人 ）
正社員 20020-21832321 就業場所 長野県塩尻市 拠出・給付

月給 フレックス
59歳以下 (1)8時45分～17時30分

210,000円～260,000円

TEL 0263-51-5110 （従業員数 195人 ）
正社員 20020-22163321 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

216,000円～259,250円

TEL 0263-24-8000 （従業員数 5人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-22354021 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

216,000円～259,250円

TEL 0263-24-8000 （従業員数 10人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-22355721 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05分

170,000円～250,000円

TEL 0263-52-0174 （従業員数 33人 ）
正社員 20020-21630321 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～250,000円

TEL 0266-46-2310 （従業員数 45人 ）
正社員 20020-21636821 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00分～18時00分

200,000円～250,000円

TEL 0263-33-2876 （従業員数 3人 ）
正社員 20020-21880421 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

230,000円～250,000円

TEL 0263-87-8392 （従業員数 16人 ）
正社員 20020-21913621 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

250,000円～250,000円

TEL 0263-87-8392 （従業員数 16人 ）
正社員 20020-21915121 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 20020-22165921 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 20020-22168721 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
35歳以下 (1)6時30分～15時30分

205,000円～250,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)8時00分～17時00分

TEL 0263-85-1205 （従業員数 50人 ）
正社員 20020-22305821 就業場所 長野県松本市

月給 変形（1年単位）
18歳～35歳 (1)8時30分～17時30分

180,000円～250,000円 (2)20時30分～5時30分

TEL 0263-57-4556 （従業員数 83人 ）
正社員 20020-22324421 就業場所 長野県塩尻市

看護職員（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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員（居宅介
護）

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

介護支援専門員（グルー
プホームまほろば）

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

倉庫管理　　【急募】 株式会社　丸増ベニヤ商
会　長野営業所

長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－６４ 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（前処理） 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

開発補助 株式会社　エイジェック
松本オフィス

長野県松本市野溝西２丁目２番３２号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

調達 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

ワイン製造、果実飲料製
造　葡萄栽培

株式会社　井筒ワイン 長野県塩尻市大字宗賀１２９８－１８７ 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

開発補助 株式会社　エイジェック
松本オフィス

長野県松本市野溝西２丁目２番３２号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

マッチングサイト運営と
倉庫スタッフ

株式会社　テナントリ
ユース

長野県松本市中央３丁目１１－２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＮＣ工作機械オペレー
ター

有限会社　小野製作所 長野県塩尻市大字北小野９４４番地３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

営業 株式会社　Ａｌｔｅｃ
長野支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５５２－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

施工管理（折板ガレー
ジ）

株式会社　Ａｌｔｅｃ
長野支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５５２－７ 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（医療機器の品質
管理）

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

技術系総合職（医療機器
の機構・電気・生産技
術）

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

印刷機械のオペレータ 株式会社　綜合印刷 長野県塩尻市大字広丘吉田６５９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

販売員（正社員）鮮魚部
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
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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）
44歳以下 (1)8時30分～17時30分

183,500円～249,500円

TEL 0263-86-0891 （従業員数 16人 ）
正社員 20020-21917721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
62歳以下 (1)8時30分～17時30分

183,500円～249,500円

TEL 0263-86-0891 （従業員数 16人 ）
正社員 20020-21919221 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳～59歳 月額換算 (1)5時00分～14時00分

205,760円～243,720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 20020-21749721 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳～59歳 月額換算 (1)8時15分～17時15分

205,760円～243,720円 (2)14時30分～23時30分

(3)17時00分～2時00分

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-21750521 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時30分～18時45分

180,000円～240,000円

TEL 0263-31-0191 （従業員数 4人 ）
正社員以外 20020-22197421 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時30分～18時45分

180,000円～240,000円

TEL 0263-31-0191 （従業員数 4人 ）
正社員 20020-22202321 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～230,000円

TEL 0266-46-2310 （従業員数 45人 ）
正社員 20020-21635721 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～230,000円

TEL 0266-46-2310 （従業員数 45人 ）
正社員 20020-21637221 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05分

180,000円～230,000円

TEL 0263-51-1800 （従業員数 88人 ）
正社員 20020-21648321 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～230,000円

TEL 0263-87-1155 （従業員数 6人 ）
正社員 20020-21942221 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

182,000円～230,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)8時30分～17時30分

TEL 0263-31-0733 （従業員数 7人 ）
正社員 20020-22330221 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～16時45分

218,400円～218,400円

TEL 0263-50-7380 （従業員数 1人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-21768421 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時20分～17時20分

171,400円～218,000円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-21664321 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～217,360円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-21751421 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時20分～17時00分

163,422円～216,712円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-21690121 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時20分～17時00分

161,756円～216,712円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-21691021 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～35歳 (1)8時00分～17時00分

154,700円～210,000円 (2)17時00分～2時00分

TEL 0263-52-7825 （従業員数 173人 ）
正社員 20020-22070721 就業場所 長野県塩尻市

大型ドライバー 長野喜楽鉱業　株式会社 長野県塩尻市大字広丘吉田２９０２－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 長野喜楽鉱業　株式会社 長野県塩尻市大字広丘吉田２９０２－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めなし キャリア形
成

製造（自動車部品加工） 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

製造（自動車部品加工） 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

リラクゼーションセラピ
スト＜塩尻ＧＡＺＡ店＞

癒し処　倉田屋 長野県松本市大字里山辺８４－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

リラクゼーションセラピ
スト＜塩尻ＧＡＺＡ店＞

癒し処　倉田屋 長野県松本市大字里山辺８４－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

生産管理 有限会社　小野製作所 長野県塩尻市大字北小野９４４番地３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

検査業務 有限会社　小野製作所 長野県塩尻市大字北小野９４４番地３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

事務員 長野県輸出スクラップ事
業協同組合

長野県塩尻市大字広丘吉田６６５－１１　ノダ
ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

プレス工 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・
健康・厚生・
財形

床上操作式クレーン運転
技能者

玉掛技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

フォークリフト運転技能
者

【急募】砂を使った中子
の製造【高時給】

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

児童指導員・保育士 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

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

精密部品の検査・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

ＣＡＤ・ＣＡＭ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

生産管理 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

製造作業員　　【急募】 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
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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～59歳 (1)8時00分～17時00分

155,000円～210,000円 (2)17時00分～2時00分

TEL 0263-52-7825 （従業員数 173人 ）
正社員 20020-22071821 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

162,696円～209,195円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-21692721 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

162,696円～209,195円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 180人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-21693821 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

162,696円～209,195円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 180人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-21694221 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10分

154,240円～206,800円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-21665621 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10分

154,240円～206,800円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-21666921 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時25分～17時30分

160,040円～205,840円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 180人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-21683021 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

192,000円～205,000円

TEL 0263-26-1400 （従業員数 11人 ）
正社員以外 20020-21839221 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～202,960円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-21704121 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～59歳 月額換算 (1)18時30分～3時30分

158,195円～202,720円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-21696421 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

195,800円～200,800円

TEL 0263-51-6211 （従業員数 170人 ）
正社員 20020-21906921 就業場所 長野県塩尻市

月給
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

158,240円～200,380円

TEL 0263-48-5212 （従業員数 27人 ）
正社員 20020-21809621 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
35歳～54歳 (1)8時00分～17時00分

158,240円～200,380円

TEL 0263-48-5212 （従業員数 27人 ）
正社員 20020-21819121 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

158,240円～200,380円

TEL 0263-48-5212 （従業員数 27人 ）
正社員以外 20020-21821221 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

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 20020-21697321 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15分

155,102円～199,602円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 195人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-21727421 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15分

155,102円～199,602円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 195人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-21728321 就業場所 長野県塩尻市

フォークリフト作業員 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

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

製品検査 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

製品のバリ取り 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

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

加工補助 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

組立 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

ワイヤー放電加工機オペ
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

梱包・出荷業務 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

デイサービス管理者（施
設長）

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

介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

管理栄養士 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

管理栄養士

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

警備員（幹部候補含む）
【就職氷河期世代限定求
人】

長野県交通警備　株式会
社　松本営業所

長野県松本市大字新村３３３２　新村ビル２Ｆ 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（幹部候補含む） 長野県交通警備　株式会
社　松本営業所

長野県松本市大字新村３３３２　新村ビル２Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

精密部品の検査 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

警備員（中信） 長野県交通警備　株式会
社　松本営業所

長野県松本市大字新村３３３２　新村ビル２Ｆ 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

組立 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
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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

日給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

172,000円～197,800円

TEL 0263-54-0742 （従業員数 10人 ）
正社員以外 20020-21572821 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～15時30分

151,000円～197,700円 (2)9時00分～17時30分

(3)10時00分～18時30分

TEL 0263-53-5000 （従業員数 70人 ）
正社員以外 20020-21577621 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

161,250円～191,350円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3627 （従業員数 22人 ）
正社員以外 20020-22030821 就業場所 長野県塩尻市ほか 給付

時給
不問 月額換算 (1)9時15分～17時35分

182,700円～190,312円

TEL 0263-88-2091 （従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-22003121 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下

178,600円～188,000円

TEL 0263-73-0091 （従業員数 7人 ）
正社員 20020-21922121 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)8時30分～18時00分

180,000円～180,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0263-52-0286 （従業員数 3人 ）
正社員 20020-21645221 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

167,200円～175,560円

TEL 0263-31-3846 （従業員数 5人 ）
正社員以外 20020-21655421 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1年単位）
18歳～59歳 月額換算 (1)7時00分～17時00分

157,311円～157,311円 (2)11時00分～23時00分

(3)15時00分～8時00分

TEL 0263-52-0120 （従業員数 41人 ）
正社員 20020-21926221 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1年単位）
18歳～59歳 月額換算 (1)7時00分～17時00分

157,311円～157,311円 (2)11時00分～23時00分

(3)15時00分～8時00分

TEL 0263-52-0120 （従業員数 41人 ）
正社員 20020-21929321 就業場所 長野県塩尻市

その他 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)6時00分～15時00分

155,918円～155,918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 ）
正社員以外 20020-22287621 就業場所 長野県塩尻市

その他 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)6時00分～15時00分

155,918円～155,918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 ）
正社員以外 20020-22289121 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

137,562円～137,562円

TEL 0263-26-1400 （従業員数 9人 ）
正社員以外 20020-21838821 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

1,300円～1,600円 (2)9時00分～16時00分

(3)10時00分～16時00分

TEL 0263-51-6301 （従業員数 250人 ）
パート労働者 20020-22250421 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)16時00分～9時00分

1,300円～1,600円 (2)16時30分～10時00分

TEL 0263-51-6301 （従業員数 250人 ）
パート労働者 20020-22251321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,120円～1,520円

TEL 0263-51-6301 （従業員数 250人 ）
パート労働者 20020-22260321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時00分～18時00分

910円～1,500円 (2)12時00分～20時00分

TEL 0263-53-8233 （従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-21833621 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

1,250円～1,400円

TEL 0263-51-1128 （従業員数 75人 ）
パート労働者 20020-22170421 就業場所 長野県塩尻市

介護職員（会計年度任用
職員）【桔梗荘】

松塩筑木曽老人福祉施設
組合

長野県塩尻市大字広丘郷原１６８３番地１ 雇用・労災・
厚生・財形・
その他

介護職員初任者研修修了
者

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

社会福祉士

おやき、おこわ、つけも
のの製造

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

食料品のピッキング（重
量物無し）

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（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 定年を上限

受付事務 百瀬医院 長野県塩尻市大門七番町１４－１６ 雇用・労災・
健康

雇用期間の定めなし キャリア形
成

トリマー（塩尻店） 株式会社　キューティ・
ｐｅｔ

長野県安曇野市豊科南穂高７７１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

貸切バス乗務員
【未経験者歓迎】

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

中型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

検査 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

タクシー乗務員　塩尻営
業所【契約社員】２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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

タクシー乗務員
【未経験者歓迎】

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

普通自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護保険請求事務 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

タクシー乗務員　塩尻営
業所【契約社員】２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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師
《夜勤専従パート》

医療法人社団　敬仁会 長野県塩尻市大字宗賀１２９５番地 労災 看護師

准看護師

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

病棟看護師（日勤パー
ト）

医療法人社団　敬仁会 長野県塩尻市大字宗賀１２９５番地 労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

接客・調理補助　≪急募
≫

ほっとしてざわ 長野県塩尻市大門八番町９－１　塩尻駅構内 労災

雇用期間の定めなし 不問

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 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

介護職員実務者研修修了
者

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 労災 看護師

准看護師

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 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～18時00分

1,120円～1,360円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6211 （従業員数 121人 ）
パート労働者 20020-21905621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,250円～1,350円

TEL 0263-51-6610 （従業員数 62人 ）
パート労働者 20020-22167021 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

169,000円～218,000円 (2)10時30分～19時30分

(3)7時00分～16時00分

TEL 0264-52-1235 （従業員数 48人 ）
正社員 20100- 1472721 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

925円～1,200円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3627 （従業員数 22人 ）
パート労働者 20020-22021721 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問 (1)9時30分～18時45分

960円～1,100円 (2)9時30分～16時00分

(3)9時30分～17時00分

TEL 0263-31-0191 （従業員数 4人 ）
パート労働者 20020-22208821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～13時00分

920円～1,020円

TEL 0263-57-8801 （従業員数 31人 ）
パート労働者 20020-22117121 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～13時00分

1,000円～1,000円 (2)14時00分～19時00分

TEL 0263-26-1400 （従業員数 20人 ）
パート労働者 20020-21840621 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

908円～1,000円

TEL 0263-26-1400 （従業員数 11人 ）
パート労働者 20020-21842121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

1,000円～1,000円

TEL 0263-33-2876 （従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-21877021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

950円～1,000円

TEL 0263-73-0091 （従業員数 4人 ）
パート労働者 20020-21920621 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～1,000円

TEL 0263-50-7633 （従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-22060121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

960円～960円

TEL 0263-53-2818 （従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-21612421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)14時00分～18時00分

920円～950円 (2)10時00分～14時00分

TEL 0263-51-2630 （従業員数 30人 ）
パート労働者 20020-21978521 就業場所 長野県塩尻市

その他
59歳以下

950円～950円

TEL 0263-52-2451 （従業員数 40人 ）
パート労働者 20020-22333321 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～930円 (2)9時00分～15時35分

TEL 0263-51-1800 （従業員数 88人 ）
パート労働者 20020-21647421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)12時00分～20時00分

920円～920円 (2)14時00分～20時00分

TEL 0263-53-4726 （従業員数 4人 ）
パート労働者 20020-21634021 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時20分～18時00分

920円～920円 (2)8時20分～12時30分

TEL 0263-58-3393 （従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-21976821 就業場所 長野県塩尻市

保育教諭 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

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ヶ月未満）
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・
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

看護職員（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 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

リラクゼーションセラピ
スト＜塩尻ＧＡＺＡ店＞

癒し処　倉田屋 長野県松本市大字里山辺８４－３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

交通誘導警備≪急募≫ 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

労災 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 定年を上限

ホームヘルパー 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 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

惣菜部門パート社員（広
丘店）

株式会社　西源（食品
スーパー　ラ・ムー）

長野県松本市小屋南２丁目９番２５号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

パソコン入力と倉庫作業 株式会社　テナントリ
ユース

長野県松本市中央３丁目１１－２１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護員（デイサービス） 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 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）

不問

介護職員初任者研修修了
者

一般事務・経理 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 労災 日商簿記３級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ペット販売（パート）塩
尻店

株式会社　キューティ・
ｐｅｔ

長野県安曇野市豊科南穂高７７１－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

宅急便の梱包・発送作業
（短時間）

ヤマト運輸　株式会社
松本法人営業支店

長野県塩尻市大字広丘野村字角前１８７５－１ 雇用・労災 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）

不問

クリーニング品の配送 有限会社　クリーニング
昭和塩尻

長野県塩尻市大字広丘堅石２１４５－３６２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

部品検査 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

工具研磨作業 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務（しらかばのみ
ち薬局）

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

販売員 株式会社　チヨダ　「東
京靴流通センター　広丘
店」

長野県塩尻市大字広丘野村１６８８－１
広丘ショッピングタウンＧＡＺＡ

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

時給
64歳以下 (1)8時15分～9時30分

910円～910円 (2)15時15分～16時30分

TEL 0263-31-0733 （従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-22346721 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 20020-22359421 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

908円～908円

TEL 0263-52-2451 （従業員数 40人 ）
パート労働者 20020-22321821 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～1,200円

TEL 0264-34-3766 （従業員数 3人 ）
パート労働者 20100- 1435421 就業場所 長野県塩尻市

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ヶ月未満）

不問

送迎運転手（塩尻協立病
院）

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 介護職員初任者研修修了
者

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

木工家具製造 株式会社　庄太郎 長野県塩尻市贄川１７００－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

バリ取り・検査 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

雇用期間の定めなし 定年を上限
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