
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)8時00分～17時30分

305,000円～465,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0263-52-5560（従業員数 5人 ）
正社員 20020- 1272631 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時50分

220,000円～400,000円

TEL 0263-53-6633（従業員数 6人 ）
正社員 20020-  764031 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

250,000円～400,000円

TEL 0263-86-6001（従業員数 14人 ）
正社員 20020- 1187231 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時30分

250,000円～400,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0263-52-5560（従業員数 5人 ）
正社員 20020- 1274131 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- 1317731 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

225,000円～350,000円

TEL 0263-86-6001（従業員数 14人 ）
正社員 20020- 1190631 就業場所 長野県塩尻市

日給
18歳～44歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

184,000円～345,000円

TEL 0263-54-3827（従業員数 4人 ）
正社員 20020-  719431 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

220,000円～330,000円

TEL 0263-30-8085（従業員数 0人 ）
正社員 20020- 1070031 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

256,000円～328,800円

TEL 0263-85-2100（従業員数 246人 ）
正社員 20020- 1079131 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

210,000円～320,000円

TEL 0263-51-2526（従業員数 2人 ）
正社員 20020-  718531 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時50分

215,000円～320,000円

TEL 0263-53-6633（従業員数 6人 ）
正社員 20020-  762931 就業場所 長野県塩尻市

日給
18歳以上 月額換算 (1)8時30分～17時30分

184,800円～300,300円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0263-31-5893（従業員数 0人 ）
正社員 20020- 1266131 就業場所 長野県塩尻市

歯科技工 株式会社　インフィデン
ト

長野県塩尻市大字広丘野村１２８６－３ 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

雇用・労災・
健康・厚生

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

土木施工監理者 有限会社　東広建設 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６番地２４
６

建築施工管理 サカイ創建　株式会社
信州支店

長野県塩尻市大字広丘吉田３９２－１　（信
州健康ランド南隣・中央道塩尻北ＩＣ入口
直前）

雇用・労災・
健康・厚生

２級建築施工管理技士

１級建築施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員　　【未経験
者歓迎】

有限会社　東広建設 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６番地２４
６

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

建築設計 サカイ創建　株式会社
信州支店

長野県塩尻市大字広丘吉田３９２－１　（信
州健康ランド南隣・中央道塩尻北ＩＣ入口
直前）

雇用・労災・
健康・厚生

一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気設備 株式会社小川電気 長野県塩尻市大字柿沢２６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

鉄筋工作業員 村山鉄筋 長野県塩尻市大字宗賀７３－３２ 労災・その他

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

ソフトウェア開発技術者 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

電気工事　　【急募】
【経験者】

株式会社　リライト 長野県塩尻市広丘原新田２２５－１２
　塩原レジデンスＣ２０１

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 定年を上限

営業 株式会社　インフィデン
ト

長野県塩尻市大字広丘野村１２８６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

住宅塗装工 欅塗工　株式会社 長野県塩尻市広丘原新田２２５番地１２ 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

℡ 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１９日発行 （１月１０日～１月１７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）
44歳以下 (1)9時00分～18時00分

300,000円～300,000円

TEL 0263-47-9840（従業員数 11人 ）
正社員 20020-  637231 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

300,000円～300,000円

TEL 0263-86-6001（従業員数 14人 ）
正社員 20020- 1193031 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

200,000円～290,000円

TEL 0263-52-0401（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 1208031 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

200,000円～290,000円

TEL 0263-52-0401（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 1213631 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

192,000円～282,000円

TEL 0263-51-1128（従業員数 75人 ）
正社員 20020-  731031 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)8時45分～17時15分

151,000円～281,500円 (2)11時00分～19時15分

(3)16時30分～9時30分

TEL 0263-53-6033（従業員数 8人 ）
正社員 20020-  749831 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

150,000円～280,500円

TEL 0263-53-6033（従業員数 13人 ）
正社員 20020-  747131 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時20分

213,000円～279,000円

TEL 0263-57-5200（従業員数 11人 ）
正社員 20020- 1302931 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)6時30分～15時30分

203,876円～272,911円 (2)8時30分～17時30分

(3)17時00分～9時30分

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
正社員 20020- 1298631 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)9時00分～18時00分

170,000円～270,000円

TEL 0263-51-2526（従業員数 2人 ）
正社員 20020-  699631 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

166,000円～270,000円 (2)10時30分～19時30分

(3)12時30分～21時30分

TEL 0263-51-1128（従業員数 13人 ）
正社員 20020-  730131 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

225,072円～266,246円 (2)20時15分～5時00分

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  847531 就業場所 長野県塩尻市

月給
35歳以下 (1)8時30分～17時20分

175,000円～265,000円

TEL 0263-57-5200（従業員数 11人 ）
正社員 20020- 1263331 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

176,000円～264,000円

TEL 0263-54-2284（従業員数 35人 ）
正社員 20020-  887031 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

221,210円～263,290円 (2)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-  848431 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)7時10分～16時40分

210,000円～260,000円

TEL 0263-54-6010（従業員数 15人 ）
正社員 20020-  987331 就業場所 長野県塩尻市

営業（塩尻営業所） 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

建築営業（コンサルティ
ング）

サカイ創建　株式会社
信州支店

長野県塩尻市大字広丘吉田３９２－１　（信
州健康ランド南隣・中央道塩尻北ＩＣ入口
直前）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

配送 株式会社　青柳陶建 長野県塩尻市大字広丘高出４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

組立（エクステリア）
（未経験者歓迎）

株式会社　青柳陶建 長野県塩尻市大字広丘高出４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 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

介護職員 社会福祉法人　協立福祉
会

長野県安曇野市豊科高家５２８５－１１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

介護職員 社会福祉法人　協立福祉
会

長野県安曇野市豊科高家５２８５－１１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

技術営業（プロパンユー
ザー）

株式会社　宮原酸素 長野県塩尻市広丘吉田１０７８－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

液化石油ガス設備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士　介護員（正
社員）

株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５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

電気工事　　【急募】
【資格取得支援あり】

株式会社　リライト 長野県塩尻市広丘原新田２２５－１２
　塩原レジデンスＣ２０１

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 定年を上限

介護職（特別養護老人
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

製品の仕上げ・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

技術営業（高圧ガス工
事）

株式会社　宮原酸素 長野県塩尻市広丘吉田１０７８－１ 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

管理士 有限会社　あずさ環境 長野県塩尻市大字広丘郷原１６１１－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

浄化槽管理士

下水道第３種技術検定

雇用期間の定めなし 定年を上限

第二種電気工事士

現場作業員（林業） 有限会社　住岡産業 長野県塩尻市大字上西条１２１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

その他の建設工事関係資
格

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

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者　高所作
業車運転技能者

2



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）
39歳以下 (1)8時30分～17時15分

200,000円～260,000円

TEL 0263-53-4411（従業員数 99人 ）
正社員 20020- 1247631 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～59歳 月額換算 (1)18時00分～3時00分

192,680円～256,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  856431 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

195,000円～255,000円

TEL 0263-51-1128（従業員数 5人 ）
正社員 20020-  727431 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)9時00分～18時00分

170,000円～250,000円

TEL 0263-51-2526（従業員数 2人 ）
正社員 20020-  710731 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

195,000円～250,000円

TEL 0263-51-1128（従業員数 2人 ）
正社員 20020-  729331 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

180,000円～250,000円

TEL 0263-31-5893（従業員数 0人 ）
正社員 20020- 1275031 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)6時00分～16時00分

220,000円～246,000円 (2)6時30分～10時30分

TEL 0263-52-0624（従業員数 20人 ）
正社員 20020- 1077631 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)18時00分～9時00分

240,000円～240,000円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0263-52-0120（従業員数 41人 ）
正社員 20020- 1179231 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

194,520円～232,480円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  844031 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

194,520円～232,480円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  845831 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～230,000円 (2)6時00分～15時00分

TEL 0263-52-9506（従業員数 23人 ）
正社員 20020-  923831 就業場所 長野県塩尻市

日給
61歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

199,300円～229,400円

TEL 0263-54-0742（従業員数 40人 ）
正社員 20020- 1147731 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～226,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  855531 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

204,250円～225,750円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
正社員 20020- 1002631 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20分～17時20分

163,080円～218,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  766231 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-  788931 就業場所 長野県塩尻市

組立・製造・設計 株式会社　ダイシン 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１５ 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

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

地域包括支援センター職
員　介護支援専門員・保
健師

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

保健師

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

電気工事　　【急募】
【キャリア形成】

株式会社　リライト 長野県塩尻市広丘原新田２２５－１２
　塩原レジデンスＣ２０１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ケアマネージャー（介護
支援専門員）

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

営業職 欅塗工　株式会社 長野県塩尻市広丘原新田２２５番地１２ 健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

ルート営業及び配送・
ピッキング≪急募≫

株式会社　ヨネクボ 長野県塩尻市大字大門５－４－５５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

配車オペレータ（日勤・
夜勤）

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

砂の検査・試験 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

自動車部品の手仕上げ 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

プラスチック製品の射出
成形作業

有限会社　丸山化成 長野県塩尻市大字片丘９８２８番地１２
（今泉南テクノヒルズ産業団地）

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 キャリア形
成

荷物の入出庫作業 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

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

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

交通誘導警備員・駐車場
警備員【交通誘導２級資
格者】

株式会社　グローバル
ガード

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 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

溶接 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

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-  789131 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

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-  846231 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～215,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
正社員 20020-  988631 就業場所 長野県塩尻市ほか

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

167,700円～215,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
正社員 20020-  993731 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問 月額換算 (1)9時00分～18時00分

197,800円～215,000円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 1003931 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

185,000円～215,000円

TEL 0263-51-1128（従業員数 5人 ）
正社員 20020- 1366531 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～15時15分

165,300円～213,900円 (2)9時00分～17時45分

(3)10時00分～18時45分

TEL 0263-53-5000（従業員数 598人 ）
正社員 20020- 1065531 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～18時30分

164,000円～212,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-51-1128（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 1201531 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
40歳以下

170,000円～210,000円

TEL 0263-35-2525（従業員数 7人 ）
正社員 20020- 1152231 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)9時00分～18時10分

209,000円～209,000円 (2)16時00分～1時10分

(3)0時00分～9時10分

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 1209831 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

170,480円～207,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  776431 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

170,480円～207,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  777731 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)9時00分～17時50分

197,800円～206,400円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-  983231 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

200,640円～200,640円 (2)14時30分～23時30分

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 1210431 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時15分～17時15分

200,640円～200,640円

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 1212331 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時15分～17時15分

200,640円～200,640円

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 1216031 就業場所 長野県塩尻市

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

検査（日勤） 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

交通誘導・駐車場警備員
（松本市、塩尻市、安曇
野市）

株式会社　グローバル
ガード

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

交通誘導警備員（松本
市、塩尻市、安曇野市）

株式会社　グローバル
ガード

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

食品製造・包装 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

訪問介護員（サービス提
供責任者）

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

社会福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護職員（令和５年４月
採用予定）

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 公災・厚生・
財形・その他

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務（クリニック） 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

医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

ガソリンスタンド要員
【塩尻】

信光石油　株式会社 長野県松本市深志２－２－９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

危険物取扱者（乙種）

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めなし キャリア形
成

半導体製品の製造 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）

法令の規定
により年齢
制限がある

ソフトウェア技術者 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

営業 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

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

溶解作業　【ヤマトイン
テック】

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）

法令の規定
により年齢
制限がある

自動車の部品の検査
【ヤマトインテック】

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

仕上げ工　【ヤマトイン
テック】

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

ガス溶接技能者

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 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)5時00分～14時00分

200,640円～200,640円 (2)14時30分～23時30分

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 1217831 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

160,000円～200,000円

TEL 0263-31-5013（従業員数 25人 ）
正社員 20020- 1297331 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-  782231 就業場所 長野県塩尻市

日給
59歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

164,000円～196,800円

TEL 0263-54-2284（従業員数 35人 ）
正社員 20020-  888831 就業場所 長野県塩尻市

日給
59歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

147,600円～196,800円

TEL 0263-54-2284（従業員数 35人 ）
正社員 20020-  890731 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

149,240円～196,800円

TEL 0263-54-2284（従業員数 35人 ）
正社員 20020- 1251231 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時10分～16時55分

144,412円～193,840円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020-  787631 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)9時00分～17時45分

161,477円～192,551円

TEL 0263-53-5000（従業員数 598人 ）
正社員 20020- 1141131 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40分

192,280円～192,280円

TEL 0263-87-8673（従業員数 40人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 1206931 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-  657331 就業場所 長野県塩尻市ほか

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-  661531 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 交替制あり
不問

174,000円～174,000円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020-  937631 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

日給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

172,000円～172,000円

TEL 0263-54-0742（従業員数 40人 ）
正社員以外 20020- 1146431 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～44歳 (1)7時00分～15時45分

155,100円～170,500円 (2)9時00分～17時45分

TEL 0263-53-5000（従業員数 598人 ）
正社員 20020- 1142031 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

150,000円～160,000円

TEL 0263-40-5760（従業員数 20人 ）
正社員 20020- 1139731 就業場所 長野県塩尻市

造形　【ヤマトインテッ
ク】

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）

法令の規定
により年齢
制限がある

総務・一般事務、介護保
険請求

株式会社　テトラ 長野県塩尻市大門一番町９番１５号 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

運転作業員 有限会社　あずさ環境 長野県塩尻市大字広丘郷原１６１１－１３ 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

営業及び営業事務 有限会社　あずさ環境 長野県塩尻市大字広丘郷原１６１１－１３ 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 有限会社　あずさ環境 長野県塩尻市大字広丘郷原１６１１－１３ 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

生活相談員（令和５年４
月採用予定）

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・公災・
厚生・財形・
その他

社会福祉士

精神保健福祉士

雇用期間の定めなし キャリア形
成 介護支援専門員（ケアマ

ネージャー）

半導体製品の目視検査 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

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

金融窓口業務【急募】 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

図書館司書【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

司書

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

一般事務 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（令和５年４月
採用予定）

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 公災・厚生・
財形・その他

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 キャリア形

成

医療事務（レセプト業
務）

株式会社　ひまわり（保
険薬局グループ）

長野県松本市大字新村１７０３－３ 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

時給 変形（1年単位）
59歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時10分

155,444円～155,444円

TEL 0263-52-7588（従業員数 14人 ）
正社員以外 20020- 1177031 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,190円～1,390円

TEL 0263-36-2671（従業員数 818人 ）
パート労働者 20020- 1268831 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
不問

1,150円～1,350円

TEL 0263-50-5161（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020- 1314231 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～15時00分

1,030円～1,280円

TEL 0263-51-1128（従業員数 75人 ）
パート労働者 20020-  728731 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

975円～1,250円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 70人 ）
パート労働者 20020-  882731 就業場所 長野県塩尻市ほか

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

9,418円～9,418円

TEL 0263-52-3330（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020-  935731 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

1,200円～1,200円

TEL 0263-26-1400（従業員数 11人 ）
パート労働者 20020-  984531 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

980円～1,200円

TEL 0263-35-2525（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020- 1151831 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)3時00分～7時00分

1,200円～1,200円

TEL 0263-52-1895（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020- 1181331 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

910円～1,200円

TEL 0263-87-0688（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020- 1246331 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)6時30分～9時00分

920円～1,150円 (2)0時00分～9時00分

(3)17時00分～21時59分

TEL 0263-52-3994（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020- 1286531 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)9時00分～16時00分

920円～1,150円 (2)16時00分～22時00分

(3)6時30分～9時00分

TEL 0263-52-3994（従業員数 17人 ）
パート労働者 20020- 1287431 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

172,200円～172,200円

TEL 0263-53-5503（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020-  905131 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時30分～16時30分

990円～1,140円 (2)10時00分～19時30分

(3)16時30分～10時00分

TEL 0263-36-2671（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020- 1278531 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- 1253431 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問

980円～980円

TEL 0263-53-6633（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-  763131 就業場所 長野県塩尻市

組立・半田付・検査等 丸栄工業　有限会社 長野県塩尻市大字宗賀字平出７１－５２２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

訪問介護員◆業界最大手
ニチイ◆松本・塩尻エリ
ア

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

介護福祉士

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 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ヶ月以上）
不問

訪問介護員 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 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 不問

ホームヘルパー２級

交通誘導・駐車場警備員
（松本市、塩尻市、安曇
野町）

株式会社　グローバル
ガード

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 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

水道業務推進員（会計年
度任用職員）

長野県企業局　松塩水道
用水管理事務所

長野県塩尻市大字宗賀字本山５２２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師 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 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ガソリンスタンド販売員 信光石油　株式会社 長野県松本市深志２－２－９ 雇用・労災 危険物取扱者（乙種）

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めなし 不問

サンドイッチの製造 有限会社　中村屋パン店 長野県塩尻市大門七番町８－３ 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

総務・経理事務 株式会社　フラバーダイ
ニング

長野県塩尻市大門一番町６－８ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売（コンビニエンスス
トア）

有限会社　アイ・プラン
ニング

長野県塩尻市大字広丘高出３８４－５ 労災・その他

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

販売（コンビニエンスス
トア）

有限会社　アイ・プラン
ニング

長野県塩尻市大字広丘高出３８４－５ 労災・その他

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

総務事務員 一般財団法人　塩尻市文
化振興事業団

長野県塩尻市大門七番町４番８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

介護職員［塩尻市大門］
認知症グループホーム
早遅夜勤

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

介護職員初任者研修修了
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

介護福祉士

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

歯科技工 株式会社　インフィデン
ト

長野県塩尻市大字広丘野村１２８６－３ 労災 歯科技工士

雇用期間の定めなし 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)9時00分～16時00分

952円～952円

TEL 0263-53-7564（従業員数 18人 ）
パート労働者 20020- 1357231 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～13時00分

910円～950円 (2)13時00分～17時00分

TEL 0263-52-9506（従業員数 23人 ）
パート労働者 20020-  920931 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)21時00分～1時00分

910円～950円

TEL 0263-52-9506（従業員数 23人 ）
パート労働者 20020-  925531 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)1時00分～6時00分

910円～950円

TEL 0263-52-9506（従業員数 23人 ）
パート労働者 20020-  929631 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

910円～910円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020-  936331 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-  939131 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

910円～910円

TEL 0263-86-0250（従業員数 37人 ）
パート労働者 20020- 1110231 就業場所 長野県塩尻市

支援員（ふれあいセン
ター広丘）

社会福祉法人　塩尻市社
会福祉協議会

長野県塩尻市大字広丘堅石２１５１－２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

プラスチック成形材料製
造検査業

有限会社　丸山化成 長野県塩尻市大字片丘９８２８番地１２
（今泉南テクノヒルズ産業団地）

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

プラスチック製品の箱詰
め作業

有限会社　丸山化成 長野県塩尻市大字片丘９８２８番地１２
（今泉南テクノヒルズ産業団地）

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

プラスチック製品の箱詰
め作業

有限会社　丸山化成 長野県塩尻市大字片丘９８２８番地１２
（今泉南テクノヒルズ産業団地）

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

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

一般事務【図書館】（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

司書

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

床材の補修・検査・梱包
等の軽作業

征矢野建材　株式会社 長野県松本市大字笹賀７１１６－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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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