
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- 1846831 就業場所 長野県塩尻市

月給
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

185,000円～315,000円

TEL 0263-53-6575 （従業員数 4人 ）
正社員 20020- 1990031 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45分～17時15分

250,900円～303,900円 (2)6時30分～15時00分

(3)9時30分～18時00分

TEL 0263-53-6033 （従業員数 16人 ）
正社員 20020- 2038331 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時30分～17時30分

161,000円～300,000円

TEL 0263-54-2313 （従業員数 9人 ）
正社員 20020- 1851931 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～270,000円

TEL 0263-56-2280 （従業員数 46人 ）
正社員 20020- 1986431 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 月額換算 (1)17時00分～2時00分

198,720円～224,640円

TEL 0263-87-0425 （従業員数 200人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 1960431 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～220,000円

TEL 0263-54-1099 （従業員数 17人 ）
正社員 20020- 1852131 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問 (1)8時15分～17時45分

200,000円～220,000円 (2)8時15分～12時00分

TEL 0263-53-1016 （従業員数 7人 ）
正社員 20020- 1857431 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時05分

160,000円～220,000円

TEL 0263-52-2501 （従業員数 65人 ）
正社員 20020- 2044431 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)8時00分～17時00分

200,500円～200,500円

TEL 0263-58-0122 （従業員数 81人 ）
正社員 20020- 1904731 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

192,000円～192,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0263-87-0601 （従業員数 10人 ）
正社員 20020- 1820831 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

155,906円～184,280円

TEL 0263-53-8800 （従業員数 57人 ）
正社員以外 20020- 1885131 就業場所 長野県塩尻市

庁舎管理業務員（会計年
度任用職員・フルタイ
ム）

長野県総合教育センター 長野県塩尻市大字片丘字南唐沢６３４２－４ 雇用・公災・
健康・厚生

大型自動車免許

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

保育士（正職員） 合同会社　未来ファミ
リー

長野県松本市村井町南２丁目６番９号 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

トラック運転手（大型）
≪急募≫

松本運送　株式会社 長野県塩尻市大字広丘吉田５７３－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許

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

品質保証 三全精工　株式会社 長野県塩尻市大字広丘郷原南原１０００－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務【急募】 中山外科内科 長野県塩尻市大門８番町１０番３号 雇用・労災・
その他

医療事務資格

雇用期間の定めなし 不問

貸切バス運転手≪急募≫ 朝日観光自動車　株式会
社

長野県塩尻市大字広丘野村１６１０－４ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造 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 株式会社　フロンティア
スピリット　Ｅ・Ｐ・Ｓ

長野県塩尻市大字金井７３１－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

点検　車検整備　修理 協業組合　塩尻車検セン
タ－

長野県塩尻市大字広丘野村１７８８－８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

三級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（さじきの里） 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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気設備工事 有限会社　信光電気工業 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４６－３６５ 雇用・労災・
健康・厚生

第二種電気工事士

高所作業車運転技能者

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

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

℡ 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２日発行 （１月２４日～１月３１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

時給 変形（1年単位）

不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

158,100円～158,100円

TEL 0263-24-3345 （従業員数 12人 ）

正社員以外 20020- 1833331 就業場所 長野県塩尻市

時給

不問

910円～1,200円

TEL 0263-51-1734 （従業員数 22人 ）

パート労働者 20020- 1896231 就業場所 長野県塩尻市

時給

18歳以上

930円～1,200円

TEL 0263-51-1234 （従業員数 3人 ）

パート労働者 20020- 2034231 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- 2022931 就業場所 長野県塩尻市

時給

不問

1,040円～1,040円

TEL 0263-87-0601 （従業員数 10人 ）

パート労働者 20020- 1828131 就業場所 長野県塩尻市

時給

不問

1,040円～1,040円

TEL 0263-87-0601 （従業員数 0人 ）

パート労働者 20020- 1840731 就業場所 長野県塩尻市

時給

不問 (1)8時30分～17時30分

910円～960円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-36-2671 （従業員数 15人 ）

パート労働者 20020- 2013631 就業場所 長野県塩尻市

時給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

960円～960円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-36-2671 （従業員数 15人 ）

パート労働者 20020- 2015131 就業場所 長野県塩尻市

時給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

960円～960円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-36-2671 （従業員数 5人 ）

パート労働者 20020- 2017831 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- 2053431 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- 1839231 就業場所 長野県塩尻市

一般事務【市民課】（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

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ヶ月以上）

不問

［急募］医療事務 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

雇用・労災 メディカルクラーク（医
療事務技能審査）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

定年を上限

［急募］医療事務 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

雇用・労災 メディカルクラーク（医
療事務技能審査）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

定年を上限

［急募］医療事務 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

雇用・労災 医療事務資格

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

調理員（パート） 合同会社　未来ファミ
リー

長野県松本市村井町南２丁目６番９号 労災 管理栄養士

栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調理師

保育士（パート） 合同会社　未来ファミ
リー

長野県松本市村井町南２丁目６番９号 労災 保育士

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

ガソリンスタンドスタッ
フ

株式会社　立石コーポ
レーション

長野県塩尻市大門桔梗ケ原１０７９－６６ 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

精密加工・手作業／選べ
る働き方／３～５ｈ週４
～／経験不問

株式会社マイクロジェッ
ト

長野県塩尻市大門五番町７９－２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

倉庫内作業、ピッキング 株式会社　スワリク　松
本営業所

長野県松本市市場１０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ハローワーク木曽福島

☎ ０２６４-２２-２２３３

※ハローワークインターネットサービスで『求職者マイページ』を開設できます！

詳しくはハローワークまでお問合せください。

https://www.hellowork.go.jp/

パソコンやスマートフォンで求人検索してみませんか。
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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
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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
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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

訓練期間 ：４月 ２１日（金）～ ７月 ２０日（木）

＜５７日間 ３３４時間＞

訓練施設 ：上松町公民館 （木曽郡上松町小川1706）

目標資格 :  Ｐ検３級または、準２級資格取得

受 講 料 ： 無 料

＊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。

応募締切 ：令和５年 ３月 ３０ 日（木）

選考日時 ：令和５年 ４月 ６ 日（木）14時開始
適正検査・面接（鉛筆持参）

選考会場 ：長野県上松技術専門校（木曽郡上松町小川3540）

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

公共職業訓練（３カ月コース）

訓練生募集 定員１５名

Ｒ５年度 前期民間活用委託訓練事業

◆受講対象者◆
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。

詳細についてはお問合せください。

令和５年
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