
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)8時30分～17時15分

250,000円～400,000円

TEL 055-274-8117（従業員数 0人 ）
正社員 19010-23215021 就業場所 長野県塩尻市 厚生

年俸制 変形（1年単位）
40歳以下 月額換算 (1)8時15分～17時15分

230,000円～357,000円

TEL 0263-52-0972（従業員数 20人 ）
正社員 20020-21393721 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～17時30分

225,000円～325,000円

TEL 03-3251-7775（従業員数 3人 ）
正社員 13010-18781322 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)8時30分～18時00分

260,000円～280,000円

TEL 0263-51-6557（従業員数 29人 ）
正社員 20020-21395221 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

210,000円～270,000円

TEL 055-269-7033（従業員数 1人 ）
無期雇用派遣労働者 19010-23179721 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
39歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～270,000円

TEL 0263-52-3180（従業員数 7人 ）
正社員 20020-21338421 就業場所 長野県塩尻市 拠出・給付

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～270,000円

TEL 0263-52-3180（従業員数 7人 ）
正社員 20020-21399621 就業場所 長野県塩尻市 拠出・給付

月給
18歳～64歳 (1)8時00分～17時30分

211,000円～253,200円

TEL 0263-87-3415（従業員数 3人 ）
正社員 20020-21514221 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
18歳以上 月額換算 (1)15時00分～0時00分

201,600円～252,000円

TEL 0263-88-3426（従業員数 6人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-21389421 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

183,000円～250,000円

TEL 0263-29-3010（従業員数 2人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-21404921 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)7時15分～16時15分

216,300円～233,300円 (2)8時15分～17時15分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6211（従業員数 120人 ）
正社員 20020-21538721 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
30歳以下 (1)8時00分～17時05分

196,100円～230,100円 (2)8時00分～16時35分

TEL 050-3135-0101（従業員数 7人 ）
正社員 20020-21423821 就業場所 長野県塩尻市 給付

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

メカエンジニア［長野県
塩尻市］

株式会社　アシストエン
ジニアリング

山梨県中央市布施２１０６－１

税務会計スタッフ 税理士法人　大沼田経営
会計事務所

長野県塩尻市大門桔梗町６－１７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

日商簿記２級

簿記能力検定（全経１
級）雇用期間の定めなし キャリア形

成

ルート営業職（電子部
品）／松本営業所

フルタカ電気株式会社 東京都千代田区外神田２－３－１１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療廃棄物の収集運搬
【中型免許保有者】

株式会社　メディカル
サービス松本

長野県塩尻市洗馬下平４９１番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 キャリア形
成

電気機器システム試作・
評価［長野県塩尻市］

株式会社　ビーネックス
テクノロジーズ　甲府オ
フィス

山梨県甲府市丸の内３－３２－１１　住友生命
甲府丸の内ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業職（建築資材） 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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

営業職（建築資材） 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

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

産業設備の設置・機械メ
ンテナンス・製造　／
未経験者歓迎

吉江機械株式会社 長野県塩尻市大字広丘高出２００８番地１１ 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

移動式クレーン運転士

青果の仕分け・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

設備保全（工場） 都市環境整美株式会社
松本・甲府営業所

長野県松本市野溝西２丁目２番３２号 雇用・労災・
健康・厚生

エネルギー管理士

２級機械保全技能士

雇用期間の定めなし 定年を上限

クレーン・デリック運転
士（限定なし）

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）雇用期間の定めなし 定年を上限

営業職（建築現場への商
品ＰＲ・配送）

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 キャリア形
成

℡ 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１日発行 （１１月２２日～１１月２９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）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

220,000円～230,000円

TEL 0266-44-5353（従業員数 10人 ）
正社員 20020-21342721 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～17時00分

220,000円～230,000円

TEL 0266-44-5353（従業員数 10人 ）
正社員 20020-21343821 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)8時30分～17時30分

221,520円～221,520円 (2)20時30分～5時30分

TEL 0263-51-5553（従業員数 2人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-21433521 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 20020-21509321 就業場所 長野県塩尻市

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

月給
44歳以下 (1)9時00分～18時00分

190,000円～190,000円

TEL 0263-88-2383（従業員数 18人 ）
正社員 20020-21362421 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～180,000円

TEL 0266-44-5353（従業員数 10人 ）
正社員 20020-21340121 就業場所 長野県塩尻市

日給
64歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時15分

201,000円～241,500円

TEL 0261-22-0139（従業員数 45人 ）
正社員 20120- 2738321 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

170,000円～170,000円

TEL 052-732-8021（従業員数 10人 ）
正社員以外 23010-38770521 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)10時00分～18時45分

164,000円～164,000円

TEL 052-671-5608（従業員数 37人 ）
正社員以外 23030-24309921 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

160,000円～160,000円

TEL 026-227-1211（従業員数 3人 ）
正社員以外 20010-19265121 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,400円～1,400円

TEL 050-3116-2985（従業員数 14人 ）
パート労働者 14010-56913921 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

時給
不問

1,100円～1,100円

TEL 090-2632-7508（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-21416221 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 20020-21511021 就業場所 長野県塩尻市

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

印刷機のオペレーター補
助

株式会社　ＰＮＦ 長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 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

一般事務【育児休業等代
替職員】（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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

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

ＩＴサポート・薬局オ
フィスワーク

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

一般廃棄物の選別作業員
《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

雇用期間の定めなし 定年を上限

工場内作業員Ａ【塩尻】
日勤のみ

株式会社ダイショウ　大
町支店

長野県大町市常盤６９０５－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

水道料金事務　内外勤
パート【塩尻営業所】

株式会社　フューチャー
イン

愛知県名古屋市千種区内山二丁目６－２２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

医薬品倉庫内作業【塩尻
支店】

株式会社　エス・ディ・
ロジ

愛知県名古屋市熱田区神戸町１０１番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

（嘱）住宅監理員（塩
尻）

長野県住宅供給公社 長野県長野市大字南長野南県町１００３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

（パート）接客販売ス
タッフ／ドコモショップ
塩尻吉田ＳＳ店

アイ・ティー・エックス
株式会社

神奈川県横浜市西区南幸１丁目１番１号
ＪＲ横浜タワー２６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

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

現場監督及び土木作業
（土木作業）＜パート＞

株式会社　ＲＯＡＤ　Ａ
ＲＴ

長野県塩尻市宗賀７１－２０５ 労災

雇用期間の定めなし 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
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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～14時30分

908円～1,000円 (2)12時00分～18時00分

TEL 076-274-6111（従業員数 4人 ）
パート労働者 17080- 9581821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,000円～1,000円

TEL 0266-57-7542（従業員数 4人 ）
パート労働者 20140- 7760821 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～14時00分

1,000円～1,000円

TEL 052-243-6140（従業員数 23人 ）
パート労働者 23020-74154421 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,000円～1,000円

TEL 052-243-6140（従業員数 23人 ）
パート労働者 23020-74155321 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

930円～950円

TEL 0263-54-0742（従業員数 40人 ）
パート労働者 20020-21539821 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

910円～910円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020-21510121 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～11時00分

930円～930円

TEL 026-261-1200（従業員数 36人 ）
パート労働者 20070- 8950421 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～17時15分

920円～920円 (2)10時30分～18時15分

TEL 0266-52-4333（従業員数 47人 ）
パート労働者 20140- 7753221 就業場所 長野県塩尻市 給付

医療事務（塩尻・諏訪エ
リア）

株式会社　クスリのアオ
キ

石川県白山市松本町２５１２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

特定技能外国人材管理・
支援業務

Ｊ＆Ａコンサルティング
株式会社

長野県諏訪市高島４丁目２７０２番地４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

保育園専任調理パート
（請）／塩尻市

日本ゼネラルフード　株
式会社

愛知県名古屋市中区千代田五丁目７－５　
パークヒルズ千代田９Ｆ

労災 調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調理パート（請）／塩尻
市

日本ゼネラルフード　株
式会社

愛知県名古屋市中区千代田五丁目７－５　
パークヒルズ千代田９Ｆ

労災 調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ハローワーク事務【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

倉庫担当（商品の積込み
作業）　塩尻センター

生活協同組合コープなが
の

長野県長野市篠ノ井御幣川６６８番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

売店業務＜広丘事業所＞ セイコーエプソン生活協
同組合

長野県諏訪市大和３－３－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

お仕事探しは

ハローワークで！
就職に関する様々なご相談に応じますので、

お気軽にご利用ください。

求職申込（求職登録）

相談窓口で職業相談

応募したい求人が決まったら

紹介状を発行します。

パソコンを使って求人を検索
（ハローワークインターネットサービス）

受付へご用件をお話しください

検索後、窓口で相談したい方は、

受付へ声をかけてください。

☆☆ハローワークご利用の流れ☆☆

現在、新型コロナウイルス感

染症対策として、入室時の検

温とマスク着用にご協力をお

願いしています。
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