
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

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 2人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 3485131 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45分～17時15分

202,400円～387,500円 (2)16時30分～1時00分

(3)0時30分～9時15分

TEL 0263-35-0791（従業員数 678人 ）
正社員 20020- 3451931 就業場所 長野県塩尻市ほか

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- 3152331 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

TEL 0263-87-7495（従業員数 8人 ）
正社員 20020- 3140231 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

270,000円～350,000円

TEL 0263-75-8593（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 3239531 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～19時00分

218,000円～350,000円 (2)8時30分～18時00分

(3)8時00分～17時30分

TEL 0263-85-7171（従業員数 18人 ）
正社員 20020- 3595731 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

160,889円～311,608円

TEL 0263-52-0600（従業員数 32人 ）
正社員以外 20020- 3385431 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20分～17時40分

191,000円～300,000円

TEL 0263-52-0131（従業員数 14人 ）
正社員 20020- 3441331 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～290,000円 (2)6時00分～15時00分

(3)12時45分～21時45分

TEL 0263-86-0250（従業員数 34人 ）
正社員 20020- 3407731 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20分～17時00分

174,000円～260,000円

TEL 0263-52-1150（従業員数 90人 ）
正社員 20020- 3308231 就業場所 長野県塩尻市 厚生

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- 3151731 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 交替制あり
不問 (1)8時00分～16時30分

210,000円～250,000円

TEL 0263-56-2227（従業員数 18人 ）
正社員以外 20020- 3494031 就業場所 長野県塩尻市

宿泊サービス業 紀州鉄道　株式会社　ネ
イチャービレッジ諏訪塩
嶺

長野県塩尻市大字北小野勝弦４９２０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

重機オペレーター（木材
加工）

征矢野建材　株式会社 長野県松本市大字笹賀７１１６－１ 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 キャリア形
成

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者　小型移
動式クレーン運転技能者

葡萄栽培 株式会社　アルプス 長野県塩尻市塩尻町２６０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

品質管理担当（基幹社員
候補）

モガミ電線　株式会社 長野県塩尻市大字宗賀４６９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

臨時的任用職員（きのこ
の研究業務）

長野県林業総合センター 長野県塩尻市大字片丘５７３９ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

建物管理スタッフ 株式会社チンタイバンク
（ミニミニＦＣ加盟）

長野県塩尻市大字広丘吉田１０４４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

基礎工事作業 カレント　株式会社 長野県塩尻市大字広丘野村１３７７－１６ 雇用・労災・
健康・厚生

８トン限定中型自動車免
許

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者雇用期間の定めなし 不問

精密板金の溶接加工 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

看護師 社会医療法人　中信勤労
者医療協会

長野県松本市巾上９番２６号　松本協立病院内 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

機器ファームウェア開発
【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

℡ 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２月１６日発行 （２月７日～２月１４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）
39歳以下 (1)8時20分～17時40分

174,000円～243,000円

TEL 0263-52-0131（従業員数 14人 ）
正社員 20020- 3440731 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

230,000円～240,000円

TEL 090-4373-2055（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 3539331 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00分

196,100円～230,100円

TEL 050-3135-0101（従業員数 8人 ）
正社員 20020- 3388631 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

190,000円～225,200円

TEL 0263-50-6105（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 3382831 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00分～17時00分

162,500円～220,000円

TEL 0263-50-5161（従業員数 11人 ）
正社員 20020- 3480431 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

207,300円～213,400円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 3574031 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- 3517031 就業場所 長野県塩尻市ほか

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- 3111331 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)5時00分～14時15分

169,160円～200,080円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 3313131 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問

190,200円～190,200円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 3576231 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- 3285931 就業場所 長野県塩尻市ほか

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- 3287031 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- 3288831 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

176,500円～179,100円

TEL 0263-52-0280（従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 3573131 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時45分～17時15分

1,310円～2,370円

TEL 0263-35-0791（従業員数 678人 ）
パート労働者 20020- 3453031 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
不問

1,500円～1,600円

TEL 090-4373-2055（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 3540131 就業場所 長野県塩尻市

看護師／訪問看護ステー
ション

合同会社　ナースセン
ター時の駅
訪問看護ステーション
ＳＴ

長野県塩尻市大字広丘吉田１５９８番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師 社会医療法人　中信勤労
者医療協会

長野県松本市巾上９番２６号　松本協立病院内 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

子と親の心の支援員【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

養護教諭免許（専修・１
種・２種）

社会福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

臨床心理士

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

自然博物館館長（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

学芸員

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

食品製造（ぎょうざ） 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

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

営業補佐・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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

小学校講師【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

小学校教諭免許（専修・
１種・２種）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

訪問介護員 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・
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

牛角　ホール・調理（店
長候補）

アルプスシャツ　株式会
社

長野県松本市高宮東１－３６－１ 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

訪問看護師の募集 合同会社　ナースセン
ター時の駅
訪問看護ステーション
ＳＴ

長野県塩尻市大字広丘吉田１５９８番地１ 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

電線製造ラインの押出工
程

モガミ電線　株式会社 長野県塩尻市大字宗賀４６９ 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

時給 交替制あり

不問 (1)8時00分～12時00分

1,200円～1,250円 (2)15時00分～19時00分

TEL 0263-50-5161（従業員数 11人 ）

パート労働者 20020- 3478031 就業場所 長野県塩尻市

時給

不問

1,060円～1,060円

TEL 0263-54-0175（従業員数 1人 ）

パート労働者 20020- 3587731 就業場所 長野県塩尻市

時給

不問 (1)7時30分～13時00分

950円～1,020円

TEL 0263-85-1205（従業員数 55人 ）

パート労働者 20020- 3149831 就業場所 長野県塩尻市

時給

不問 (1)10時30分～14時30分

1,000円～1,000円

TEL 0263-51-1348（従業員数 1人 ）

パート労働者 20020- 3238231 就業場所 長野県塩尻市

時給

不問 (1)11時30分～15時30分

1,000円～1,000円

TEL 0263-88-8926（従業員数 15人 ）

パート労働者 20020- 3370631 就業場所 長野県塩尻市

時給

不問 (1)8時00分～11時30分

910円～910円 (2)7時00分～11時30分

(3)8時30分～12時00分

TEL 0263-31-0733（従業員数 8人 ）

パート労働者 20020- 3232331 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり

不問 (1)10時00分～16時00分

910円～910円 (2)15時00分～19時00分

TEL 090-9357-1971（従業員数 3人 ）

パート労働者 20020- 3300431 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- 3475631 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- 3476931 就業場所 長野県塩尻市

時給

不問 (1)8時30分～16時00分

910円～910円

TEL 0263-52-7588（従業員数 14人 ）

パート労働者 20020- 3525031 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- 3575831 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 6人 ）

パート労働者 20100-  262031 就業場所 長野県塩尻市

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

学校事務【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ヶ月以上）

不問

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 不問

一般事務【福祉課】（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【企画課】（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

たこ焼き等の菓子製造・
販売スタッフ

株式会社　ぶどうや 長野県塩尻市広丘野村１６８８－１　ＧＡＺＡ
塩尻店

労災

雇用期間の定めなし 不問

清掃業務（みずほの里）
（さじきの里）

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

雇用期間の定めなし 不問

トラックドライバー（中
型）【アルバイト】

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 労災 ８トン限定中型自動車免
許

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

そば屋での接客全般
（土日祝日のみ勤務）

そば屋　しみず 長野県塩尻市大字宗賀７６－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売員（鮮魚）【デリシ
ア塩尻店】

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

一般事務 塩尻市職員労働組合 長野県塩尻市大門７番町－３－３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

訪問介護員（ホームヘル
パー）

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

ホームヘルパー２級

3



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

★ 選 考 日 ：令和５年４月６日（木） １４時開始

★ 選考場所：長野県上松技術専門校

＊入校選考料及び受講料は無料です＊

交通費・教科書代14,368円程度・資格取得に必要な費用5,200円

職業訓練生総合保険料3,100円等は自己負担となります。

募集人数 １５名
●

応募締切

3月30日（木）

お問合せ：長野県上松技術専門校 ＴＥＬ 0264-52-3330

お申込み：ハローワーク木曽福島 ＴＥＬ 0264-22-2233

◆対象者◆

就職の為のＰＣスキル取得を希望し、ハローワーク所長より受講指示、受講推薦または支援指示

を受け、再就職の意欲を持って全期間を通じて受講できる、パソコン操作初級の方。

公共職業訓練（３カ月コース）

Ｒ５年度前期民間活用委託訓練事業

訓練期間：４月 2１日（金）～ ７月２０日（木） ＜5７日間 ３34時間＞

訓練場所：上松町公民館（木曽郡上松町小川1706）

令和５年

開催企業 : チューリップライフ（株） 松本営業所

開催場所 ： ハローワーク木曽福島 １階 会議室

日 時 : 令和５年２月 ２１日（火）13：30～15：00

募集職種 ： 交通誘導警備員
求人番号：20020-2751531（契約社員 60歳以上専用求人）

求人番号：20020-2752431（契約社員）

持 ち 物 ： 筆記用具

面接を希望される方は、履歴書・紹介状をお持ちください。
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