
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 5人 ）
正社員 20020-  327831 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～450,000円

TEL 0263-54-2060（従業員数 15人 ）
正社員 20020-  224531 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～18時00分

180,000円～400,000円

TEL 0263-76-0140（従業員数 10人 ）
正社員 20020-  320431 就業場所 長野県塩尻市ほか

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-  560631 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-  564831 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

239,000円～358,500円

TEL 090-5334-1194（従業員数 3人 ）
正社員 20020-  627031 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

336,000円～354,000円 (2)8時30分～13時00分

(3)8時30分～13時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020-  572831 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

185,000円～350,000円 (2)13時00分～22時00分

TEL 0263-51-5000（従業員数 29人 ）
正社員 20020-  269631 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00分

270,077円～337,880円

TEL 0263-98-5761（従業員数 109人 ）
正社員 20020-  336231 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

256,000円～328,800円

TEL 0263-85-2100（従業員数 191人 ）
正社員 20020-  484831 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

256,000円～328,800円

TEL 0263-85-2100（従業員数 191人 ）
正社員 20020-  486531 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

256,000円～328,800円

TEL 0263-85-2100（従業員数 191人 ）
正社員 20020-  487431 就業場所 長野県塩尻市 拠出

ソフトウェア開発技術者
【Ｕ・Ｉターン歓迎】

株式会社　アルプス技研
松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気電子設計技術者
【Ｕ・Ｉターン歓迎】

株式会社　アルプス技研
松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械設計技術者　【Ｕ・
Ｉターン歓迎】

株式会社　アルプス技研
松本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田６７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業〈正社員・ノルマな
し〉　未経験者も活躍中
営業

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

フロント ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

薬剤師 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

薬剤師

雇用期間の定めなし 定年を上限

建物解体等 ＳーＷｉｎｇ 長野県塩尻市大字洗馬２６４４－６ 雇用・労災 準中型自動車免許

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

ファームウェア設計／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

ソフト設計業務（プリン
タ製品化設計）【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 有限会社　建築工房　時
遊館

長野県安曇野市三郷明盛１８３３ー２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

設備（管・水道）工事の
施工管理

株式会社　企成工業 長野県塩尻市大字広丘野村１７８８－４６０ 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

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 医療法人　廣友会　ひろ
矯正歯科

長野県塩尻市大字広丘野村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５年１月１２日発行 （１月４日～１月１０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 フレックス
不問 (1)8時30分～17時15分

201,500円～310,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-  566531 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)22時00分～8時00分

221,500円～300,000円

TEL 0263-51-5000（従業員数 29人 ）
正社員 20020-  270031 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
34歳以下 (1)9時00分～18時00分

280,000円～300,000円

TEL 0263-47-9840（従業員数 11人 ）
正社員 20020-  629231 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～280,000円

TEL 0263-52-7544（従業員数 10人 ）
正社員 20020-  232431 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30分～18時30分

233,830円～252,420円 (2)12時00分～21時00分

TEL 0263-83-7342（従業員数 451人 ）
正社員 20020-  271831 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1年単位）
35歳～54歳 (1)8時30分～17時15分

180,000円～250,000円

TEL 0263-58-2829（従業員数 21人 ）
正社員 20020-  608931 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時15分

250,000円～250,000円

TEL 0263-58-2829（従業員数 21人 ）
正社員 20020-  609131 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時15分

180,000円～250,000円

TEL 0263-58-2829（従業員数 21人 ）
正社員 20020-  611231 就業場所 長野県k塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時15分～17時15分

228,480円～244,800円

TEL 0263-88-2091（従業員数 1人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-  331631 就業場所 長野県塩尻市

日給
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

169,600円～233,200円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3011（従業員数 38人 ）
正社員 20020-  206831 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時30分

220,000円～230,000円

TEL 0266-44-5353（従業員数 10人 ）
正社員 20020-  363431 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～16時30分

220,000円～230,000円

TEL 0266-44-5353（従業員数 10人 ）
正社員 20020-  364731 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

212,160円～228,480円 (2)14時30分～23時30分

TEL 0263-88-2091（従業員数 1人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-  332931 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

172,800円～216,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-87-6751（従業員数 8人 ）
正社員以外 20020-  488731 就業場所 長野県塩尻市

月給
35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-  292731 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

193,000円～210,500円

TEL 0263-31-5756（従業員数 10人 ）
正社員 20020-  446331 就業場所 長野県塩尻市

障がい者の地域生活自律
支援

ＮＰＯ法人　ＣｏＣｏ
（ココ）

長野県塩尻市大門七番町５－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

介護職員初任者研修修了
者

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

日商簿記３級

雇用期間の定めなし キャリア形
成

交通誘導警備員イベント
警備員

株式会社　テイスト　中
南信営業所

長野県塩尻市大字大門１００３－４　高原ビ
ル２階

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 法令の規定
により年齢
制限がある

材料投入業務 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

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）

法令の規定
により年齢
制限がある

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

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

交通誘導警備員〈急募〉 株式会社　シンプル 長野県松本市本庄１丁目１１－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

鋳造型のパーツ製造及び
メンテナンス

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

システムキッチンの製造 株式会社　二木製作所 長野県塩尻市大字広丘吉田１０９６ 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

システムキッチンの製造
（ＮＣ加工経験者優遇）

株式会社　二木製作所 長野県塩尻市大字広丘吉田１０９６ 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

システムキッチンの製造
（就職氷河期世代限定）

株式会社　二木製作所 長野県塩尻市大字広丘吉田１０９６ 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 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

ストアマネージャー（店
舗管理全般）

株式会社　とをしや薬局 長野県安曇野市穂高有明１００２２ 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

電気工事（現場代理人又
は現場作業）

株式会社　塩尻電気工業 長野県塩尻市広丘高出１８４７－８ 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

施工作業員 三井マネジメント　株式
会社　松本営業所

長野県松本市島立１０６４－１ 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

夜勤フロントスタッフ ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

文字列設計業務【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
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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 月額換算 (1)8時30分～17時30分

190,080円～207,360円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-  283431 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

190,080円～207,360円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-  287931 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)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6610（従業員数 14人 ）
正社員 20020-  515531 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

163,400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 20020-  176231 就業場所 長野県塩尻市ほか 給付

月給
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

190,000円～190,000円

TEL 0263-54-6622（従業員数 5人 ）
正社員 20020-  330331 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～40歳 (1)6時00分～15時00分

183,000円～188,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)15時00分～0時00分

TEL 0263-87-1153（従業員数 65人 ）
正社員 20020-  311531 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

187,000円～187,000円 (2)8時30分～13時00分

(3)8時30分～13時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020-  578631 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)9時30分～18時30分

168,000円～186,000円 (2)11時00分～20時00分

TEL 0263-83-7342（従業員数 451人 ）
正社員 20020-  254031 就業場所 長野県塩尻市ほか

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)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6610（従業員数 14人 ）
正社員以外 20020-  517731 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

157,000円～172,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員以外 20020-  576731 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

170,000円～170,000円

TEL 0263-54-6622（従業員数 2人 ）
正社員 20020-  324931 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

170,000円～170,000円

TEL 0263-54-6622（従業員数 5人 ）
正社員 20020-  326031 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)7時50分～16時50分

168,096円～168,096円

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
正社員以外 20020-  476831 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

165,600円～165,600円

TEL 0263-31-3846（従業員数 3人 ）
正社員以外 20020-  505831 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

150,195円～150,195円

TEL 0263-51-6330（従業員数 20人 ）
正社員以外 20020-  397431 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

150,000円～150,000円

TEL 0263-52-2169（従業員数 4人 ）
正社員以外 20020-  490131 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 5人 ）
パート労働者 20020-  329531 就業場所 長野県塩尻市

歯科技工士 医療法人　廣友会　ひろ
矯正歯科

長野県塩尻市大字広丘野村１６５８－２３ 労災 歯科技工士

雇用期間の定めなし 不問

一般事務 塩尻交通安全協会 長野県塩尻市大字宗賀７３番地３０５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

研磨作業 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便・荷物外務業務 日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 雇用・労災・
健康・厚生

自動二輪車免許

原動機付自転車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

オフィスアシスタント
（歯科技工士補助）

医療法人　廣友会　ひろ
矯正歯科

長野県塩尻市大字広丘野村１６５８－２３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

オフィスアシスタント
（歯科技工士補助）

有限会社　エイチ・
オー・エス

長野県塩尻市広丘野村１６５８－２３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

利用者様の送迎運転業務 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（グループホー
ムさとび）

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

薬局サポーター 株式会社　とをしや薬局 長野県安曇野市穂高有明１００２２ 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 キャリア形
成

医事課　レセプト業務 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

医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

喫茶店スタッフ コメダ珈琲店　（株式会
社　あいゆう）

長野県松本市出川１丁目１２－１ 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

歯科衛生士 医療法人　廣友会　ひろ
矯正歯科

長野県塩尻市大字広丘野村１６５８－２３ 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

警備職員（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

介護職員（グループホー
ムさとび）

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

検査 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

機械オペレーター 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
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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
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

8,000円～11,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3011（従業員数 38人 ）
パート労働者 20020-  204131 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

1,000円～1,250円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-87-6751（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020-  522231 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
不問 (1)15時00分～20時00分

960円～1,060円 (2)16時00分～20時00分

TEL 070-3160-8926（従業員数 9人 ）
パート労働者 20020-  407131 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時30分～12時00分

950円～1,000円 (2)8時00分～12時30分

TEL 0263-85-5573（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-  192231 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 (1)5時30分～11時00分

1,000円～1,000円

TEL 0263-51-5000（従業員数 29人 ）
パート労働者 20020-  266431 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 (1)17時00分～22時00分

1,000円～1,000円 (2)13時00分～22時00分

(3)8時00分～14時00分

TEL 0263-51-5000（従業員数 29人 ）
パート労働者 20020-  267731 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～64歳 (1)22時00分～8時00分

1,000円～1,000円

TEL 0263-51-5000（従業員数 29人 ）
パート労働者 20020-  268331 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～12時00分

1,000円～1,000円 (2)14時00分～19時00分

TEL 0263-52-8967（従業員数 1人 ）
パート労働者 20020-  588031 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 (1)9時00分～15時00分

930円～950円

TEL 0263-51-5000（従業員数 29人 ）
パート労働者 20020-  265531 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

950円～950円 (2)10時00分～16時00分

TEL 0263-88-8926（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020-  278931 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

950円～950円

TEL 0263-31-3846（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-  504031 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

950円～950円 (2)9時00分～12時00分

TEL 0263-88-5465（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-  558531 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

7,220円～7,220円

TEL 0263-53-6611（従業員数 41人 ）
パート労働者 20020-  272231 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時20分～8時20分

930円～930円 (2)15時30分～17時30分

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
パート労働者 20020-  477231 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)6時35分～15時35分

930円～930円 (2)6時50分～15時50分

(3)7時20分～16時20分

TEL 0263-52-0049（従業員数 106人 ）
パート労働者 20020-  480631 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 (1)9時00分～16時15分

920円～920円

TEL 0263-51-6330（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020-  555031 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

910円～910円

TEL 0263-53-4611（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020-  537931 就業場所 長野県塩尻市

カフェスタッフ 日本スコラ　株式会社 長野県塩尻市大字広丘郷原１７８０番地
松本歯科大学内

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

アウトドア商品の荷卸
し・仕分け・入庫作業
【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

雇用期間の定めなし 定年を上限

郵便、郵便業務全般
（シフト勤務）

日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便、郵便業務全般
（区分業務）

日本郵便　株式会社　塩
尻郵便局

長野県塩尻市大門六番町３番１号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

運転免許事務員 中南信運転免許センター 長野県塩尻市宗賀桔梗ヶ原７３－１１６ 雇用・公災・
厚生・その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

病院内清掃（桔梗ヶ原病
院）

株式会社　コンフォール 長野県松本市野溝西３丁目４番５号 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

研磨作業 株式会社　シンリアル 長野県塩尻市広丘野村２２１０　２Ｆ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

パソコン入力事務（出庫
及び在庫管理）

信濃陸送　株式会社　松
本本社営業所

長野県塩尻市広丘堅石３５３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

客室清掃≪急募≫ ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

葉洋菜の収穫・出荷 丸山農場 長野県塩尻市大字洗馬３６４４番地 その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ナイトフロント業務 ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

フロント業務 ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

レストラン厨房・ホ一ル
業務

ホテル　ルートイン　塩
尻

長野県塩尻市大字広丘高出１５４８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

日常清掃スタッフ（塩尻
市）

オアビス　株式会社 長野県松本市宮田４番３号マツライビル２Ｆ
－Ｓ

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

販売員　≪急募≫ 株式会社　西松屋チェー
ン　塩尻北インター店

長野県塩尻市大字広丘吉田１０３３－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

交通誘導警備員 株式会社　テイスト　中
南信営業所

長野県塩尻市大字大門１００３－４　高原ビ
ル２階

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

交通誘導警備員〈急募〉 株式会社　シンプル 長野県松本市本庄１丁目１１－１０ 雇用・労災

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
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