
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）

44歳以下 (1)9時30分～19時00分

223,000円～410,000円

TEL 0263-85-7171（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 4398931 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

200,000円～400,000円

TEL 0263-54-8388（従業員数 25人 ）
正社員 20020- 4444931 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

200,000円～400,000円

TEL 0263-54-8388（従業員数 25人 ）
正社員 20020- 4445131 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

200,000円～400,000円

TEL 0263-54-8388（従業員数 25人 ）
正社員 20020- 4446031 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

200,000円～400,000円

TEL 0263-54-8388（従業員数 25人 ）
正社員 20020- 4447831 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- 4638331 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- 4640031 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- 4643531 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下

250,000円～400,000円

TEL 0263-53-1328（従業員数 35人 ）
正社員 20020- 4987631 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳

250,000円～400,000円

TEL 0263-53-1328（従業員数 35人 ）
正社員 20020- 4992531 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
39歳以下 (1)8時30分～17時30分

275,000円～375,000円 (2)8時30分～13時30分

TEL 0263-51-0351（従業員数 7人 ）
正社員 20020- 4435631 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～350,000円

TEL 0263-58-1600（従業員数 5人 ）
正社員 20020- 4503231 就業場所 長野県塩尻市

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

所在地・就業場所

店舗スタッフ（ミニミニ
ＦＣ塩尻店）

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

ラダーソフト及びハード
設計技術者（Ｕ・Ｉター
ン併用）

株式会社　ランテックプ
ランナー

長野県塩尻市大字片丘９８２８－８　今泉南テ
クノヒルズ産業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械配線・制御ボックス
配線技術者（Ｕ・Ｉター
ン併用）

株式会社　ランテックプ
ランナー

長野県塩尻市大字片丘９８２８－８　今泉南テ
クノヒルズ産業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械組立調整技術者
（Ｉ・Ｕターン併用）

株式会社　ランテックプ
ランナー

長野県塩尻市大字片丘９８２８－８　今泉南テ
クノヒルズ産業団地

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
ターン併用）

株式会社　ランテックプ
ランナー

長野県塩尻市大字片丘９８２８－８　今泉南テ
クノヒルズ産業団地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

製品安全関連法規制対応
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

大判プリンタのファーム
ウェア設計業務【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

評価業務及びエレキ設計
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

運転手（中型・大型）＜
塩尻本社＞

ヤマシン物流　株式会社 長野県塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原７１－９９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

中型自動車免許

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

フォークリフト運転技能
者

定期便運転手（中型・大
型）　＜塩尻本社＞

ヤマシン物流　株式会社 長野県塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原７１－９９ 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

修理・メンテナンス（住
宅水回り機器）

寿メンテナンス 長野県塩尻市大字広丘野村１７８８－６３４ 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

現場技術者・現場管理 株式会社　塩尻水建 長野県塩尻市広丘吉田９７８－２ 雇用・労災・
健康・厚生

１級土木施工管理技士

１級管工事施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

２級土木施工管理技士

℡ 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３月９日発行 （２月２８日～３月７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30分～17時10分

250,000円～350,000円

TEL 0263-53-0923（従業員数 45人 ）
正社員 20020- 4612331 就業場所 長野県塩尻市

月給
18歳以上 (1)7時30分～18時00分

180,000円～350,000円

TEL 0263-56-2669（従業員数 8人 ）
正社員 20020- 4683031 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00分～16時40分

345,000円～345,000円

TEL 0263-87-6371（従業員数 15人 ）
正社員 20020- 5054631 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

216,000円～340,000円

TEL 0263-52-1150（従業員数 90人 ）
正社員 20020- 4467731 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

169,200円～320,000円 (2)16時30分～9時00分

(3)20時30分～9時00分

TEL 0263-52-3321（従業員数 60人 ）
正社員 20020- 4745931 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

270,000円～300,000円

TEL 0263-88-8926（従業員数 15人 ）
正社員 20020- 4448231 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～17時10分

210,000円～300,000円 (2)16時00分～0時30分

(3)0時00分～8時30分

TEL 0263-53-0923（従業員数 45人 ）
正社員 20020- 4610431 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

220,000円～300,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 4619531 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～17時30分

264,000円～300,000円 (2)16時00分～9時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 5067231 就業場所 長野県塩尻市

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- 5160131 就業場所 長野県塩尻市 厚生

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- 5161031 就業場所 長野県塩尻市 厚生

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

240,000円～288,000円

TEL 0263-86-9140（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 4386431 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

201,500円～279,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 4636431 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～17時30分

222,000円～278,000円 (2)16時00分～9時30分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 5070631 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

276,080円～276,080円

TEL 0263-50-7380（従業員数 10人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 4377531 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30分～16時30分

166,000円～270,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)12時30分～21時30分

TEL 0263-51-1128（従業員数 33人 ）
正社員 20020- 5006031 就業場所 長野県塩尻市

品質保証（ＩＳＯ関連業
務）

株式会社　シンセイ 長野県塩尻市大字宗賀日出塩５６８３番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築工事（木造） 株式会社　拓美綜健 長野県塩尻市大字みどり湖２０９－９ 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

作業工（半自動溶接）
《急募》【正社員】

ＣＭＣＳ　株式会社 長野県塩尻市大字広丘野村１６０６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

長野県内のワイン・
ジュース営業

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

看護師・准看護師 医療法人　元山会　中村
病院　ロングライフ塩尻

介護医療院　えんらいふ

長野県塩尻市広丘高出１６１４番地２ 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

トラックドライバー（中
型）【急募】

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

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 定年を上限

機械加工・成形機オペ
レーター・測定検査・一
般事務

株式会社　シンセイ 長野県塩尻市大字宗賀日出塩５６８３番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

認証申請業務の改善サ
ポート【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

看護師（桔梗ヶ原病院） 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

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

鉄筋工作　【未経験者歓
迎】【資格取得制度あ
り】　≪急募≫

村田工業 長野県塩尻市大字広丘吉田５８１－１８０ 雇用・労災・
その他

雇用期間の定めなし 不問

評価業務（試作・評価業
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

准看護師（桔梗ヶ原病
院）

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

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

鋳物の製品の前処理工程
【ヤマトインテック】

Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 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

介護職（ショートステ
イ・グループホーム）

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
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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
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

240,000円～270,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 5069431 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

240,000円～270,000円

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 5072131 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00分～16時00分

222,000円～270,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-51-6610（従業員数 62人 ）
正社員 20020- 5102031 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00分～17時00分

214,000円～264,000円

TEL 0263-86-8722（従業員数 18人 ）
正社員 20020- 5017531 就業場所 長野県塩尻市

月給 フレックス
59歳以下 (1)8時45分～17時30分

210,000円～260,000円

TEL 0263-51-5110（従業員数 195人 ）
正社員 20020- 4628431 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
44歳以下

181,500円～258,000円

TEL 0263-27-6700（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 4580731 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

200,600円～255,700円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-52-3321（従業員数 60人 ）
正社員 20020- 5211431 就業場所 長野県塩尻市 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

231,000円～251,000円

TEL 0263-31-3772（従業員数 37人 ）
正社員 20020- 5081031 就業場所 長野県塩尻市

月給
69歳以下

224,600円～250,560円

TEL 0263-52-0142（従業員数 9人 ）
正社員 20020- 4886231 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

200,000円～250,000円

TEL 0263-52-0145（従業員数 55人 ）
正社員 20020- 4722231 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15分～17時15分

175,000円～250,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-27-6700（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 4730831 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30分～17時30分

230,000円～250,000円

TEL 0263-87-8392（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 4755031 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～18時30分

250,000円～250,000円

TEL 0263-87-8392（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 4759431 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
62歳以下 (1)8時30分～17時30分

183,500円～249,500円

TEL 0263-86-0891（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 4607131 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30分～17時30分

183,500円～249,500円

TEL 0263-86-0891（従業員数 16人 ）
正社員 20020- 4609831 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時30分～18時45分

180,000円～240,000円

TEL 0263-31-0191（従業員数 4人 ）
正社員以外 20020- 4928731 就業場所 長野県塩尻市

介護支援専門員（グルー
プホームまほろば）

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

介護支援専門員（居宅介
護）

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

看護職員（有料老人ホー
ムせせらぎ）

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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型トラック運転手≪急
募≫【大型ウイング車】

株式会社　新川重機 長野県塩尻市大字広丘吉田３１８２ 雇用・労災・
健康・厚生

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

調達 シスメックスＲＡ　株式
会社

長野県塩尻市大字広丘野村１８５０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

灯油配送員 株式会社　武重商会　松
本支店

長野県松本市高宮東１－３０　武重商会　松本
支店

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

管理栄養士　【急募】 医療法人　元山会　中村
病院　ロングライフ塩尻

介護医療院　えんらいふ

長野県塩尻市広丘高出１６１４番地２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

管理栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護職（ウィズ塩尻） 株式会社　ソーシャル・
ネットワーク

長野県松本市並柳１－１６－２４ 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

調理・配達 株式会社　加藤鯉鶏肉店 長野県塩尻市大門一番町１３－２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

管理栄養士 医療法人　雄久会　塩尻
病院

長野県塩尻市大門六番町４番３６号 雇用・労災・
健康・厚生

管理栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

プロパンガス販売員 株式会社　武重商会　松
本支店

長野県松本市高宮東１－３０　武重商会　松本
支店

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

液化石油ガス設備士

高圧ガス販売主任者（第
２種）雇用期間の定めなし 定年を上限

施工管理（折板ガレー
ジ）

株式会社　Ａｌｔｅｃ
長野支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５５２－７ 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 株式会社　Ａｌｔｅｃ
長野支店

長野県塩尻市大字広丘吉田５５２－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型ドライバー 長野喜楽鉱業　株式会社 長野県塩尻市大字広丘吉田２９０２－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業 長野喜楽鉱業　株式会社 長野県塩尻市大字広丘吉田２９０２－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

危険物取扱者（丙種）

雇用期間の定めなし キャリア形
成

リラクゼーションセラピ
スト＜塩尻ＧＡＺＡ店＞

癒し処　倉田屋 長野県松本市大字里山辺８４－３ 雇用・労災

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

月給
59歳以下 (1)9時30分～18時45分

180,000円～240,000円

TEL 0263-31-0191（従業員数 4人 ）
正社員 20020- 4932831 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時20分～17時00分

165,000円～230,000円

TEL 0263-52-2447（従業員数 22人 ）
正社員 20020- 4457531 就業場所 長野県塩尻市 拠出

月給
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～230,000円

TEL 0263-87-1155（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 4554431 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～59歳 月額換算 (1)17時00分～2時00分

172,160円～229,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 4401331 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

(3)8時15分～12時15分

TEL 0263-53-1016（従業員数 7人 ）
正社員 20020- 5195831 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～16時45分

218,400円～218,400円

TEL 0263-50-7380（従業員数 1人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 4368231 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

163,400円～215,000円

TEL 0263-48-5212（従業員数 27人 ）
正社員以外 20020- 4611731 就業場所 長野県塩尻市

月給
18歳～40歳 (1)8時00分～17時00分

163,400円～215,000円

TEL 0263-48-5212（従業員数 27人 ）
正社員 20020- 4614931 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給
35歳～54歳 (1)8時00分～17時00分

163,400円～215,000円

TEL 0263-48-5212（従業員数 27人 ）
正社員 20020- 4616031 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

156,285円～211,968円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-88-6840（従業員数 14人 ）
正社員以外 20020- 5229431 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時40分

199,000円～199,000円

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 4379731 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時10分～17時15分

184,389円～192,770円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 4481231 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

161,250円～191,350円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3627（従業員数 22人 ）
正社員以外 20020- 5031831 就業場所 長野県塩尻市ほか 給付

時給
不問 月額換算 (1)9時15分～17時35分

182,700円～190,312円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 4455831 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下

178,600円～188,000円

TEL 0263-73-0091（従業員数 7人 ）
正社員 20020- 4547731 就業場所 長野県塩尻市

月給
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

182,000円～182,000円

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
正社員 20020- 5064131 就業場所 長野県塩尻市

リラクゼーションセラピ
スト＜塩尻ＧＡＺＡ店＞

癒し処　倉田屋 長野県松本市大字里山辺８４－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

プレス加工・タップ加工 株式会社　丸眞テック 長野県塩尻市広丘野村１００４番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務員 長野県輸出スクラップ事
業協同組合

長野県塩尻市大字広丘吉田６６５－１１　ノダ
ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

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 法令の規定
により年齢
制限がある

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

【急募】砂を使った中子
の製造【高時給】

Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

警備員（中信） 長野県交通警備　株式会
社　松本営業所

長野県松本市大字新村３３３２　新村ビル２Ｆ 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

警備員（幹部候補含む） 長野県交通警備　株式会
社　松本営業所

長野県松本市大字新村３３３２　新村ビル２Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

警備員（幹部候補含む）
【就職氷河期世代限定求
人】

長野県交通警備　株式会
社　松本営業所

長野県松本市大字新村３３３２　新村ビル２Ｆ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

警備員スタッフ　　【入
社お祝い金あり】

有限会社　ＭＡＲＭＳＴ
ＥＲ　（マームスター）

長野県松本市元町三丁目６－１０－３ 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

半導体の製造・検査
【ＤＯＷＡパワーデバイ
ス】

Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

警備スペシャリスト【急
募】松本・塩尻・木曽
未経験ＯＫ

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

食料品のピッキング（重
量物無し）

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

トリマー（塩尻店） 株式会社　キューティ・
ｐｅｔ

長野県安曇野市豊科南穂高７７１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務（介護老人保健施設
まほろばの郷）

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

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

月給
35歳以下 (1)8時30分～18時00分

180,000円～180,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0263-52-0286（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 4307931 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15分

160,000円～180,000円

TEL 0263-52-0329（従業員数 27人 ）
正社員 20020- 4662731 就業場所 長野県塩尻市

その他 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)6時00分～15時00分

155,918円～155,918円 (2)13時00分～22時00分

(3)17時00分～2時00分

TEL 0263-26-5704（従業員数 37人 ）
正社員以外 20020- 4999031 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

146,732円～146,732円

TEL 0263-26-1400（従業員数 80人 ）
正社員以外 20020- 5225031 就業場所 長野県塩尻市ほか

その他
18歳以上

1,153円～2,051円

TEL 0263-54-0509（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020- 5068531 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)5時30分～6時30分

1,655円～1,900円 (2)21時00分～22時00分

(3)8時00分～9時00分

TEL 0263-87-8618（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020- 5030031 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

1,300円～1,600円 (2)9時00分～16時00分

(3)10時00分～16時00分

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
パート労働者 20020- 5071931 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,120円～1,520円

TEL 0263-51-6301（従業員数 250人 ）
パート労働者 20020- 5073031 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時00分～18時00分

910円～1,500円 (2)12時00分～20時00分

TEL 0263-53-8233（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020- 5158731 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～12時30分

1,463円～1,463円

TEL 0263-53-7564（従業員数 9人 ）
パート労働者 20020- 5002331 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)14時00分～18時30分

1,300円～1,400円 (2)8時30分～12時30分

(3)8時30分～18時30分

TEL 0263-53-5050（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 4296231 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

1,250円～1,400円

TEL 0263-51-1128（従業員数 75人 ）
パート労働者 20020- 5008231 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

1,250円～1,350円

TEL 0263-51-6610（従業員数 62人 ）
パート労働者 20020- 5103831 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

925円～1,200円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3627（従業員数 22人 ）
パート労働者 20020- 5052731 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問

910円～1,100円

TEL 0263-39-7101（従業員数 22人 ）
パート労働者 20020- 4780231 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

910円～1,100円

TEL 0263-39-7101（従業員数 22人 ）
パート労働者 20020- 4781531 就業場所 長野県塩尻市

受付事務 百瀬医院 長野県塩尻市大門七番町１４－１６ 雇用・労災・
健康

雇用期間の定めなし キャリア形
成

一般事務 有限会社　中信紙工 長野県塩尻市広丘郷原南原１０００－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

タクシー乗務員　塩尻営
業所【契約社員】２種免
許取得制度有

アルピコタクシー　株式
会社

長野県松本市南松本１－１－２５ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

窓口業務および一般事務 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・
財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

配達業務　≪急募≫ 中日新聞　塩尻専売所 長野県塩尻市大門６－１－２ 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

障害者・高齢者訪問介護 株式会社　Ｃｏｃｃｏｌ
ｅ　訪問介護まごのて松
本

長野県松本市井川城３丁目１０番５８号
　エスポワールカサイ２棟　１－Ｄ号室

その他 原動機付自転車免許

自動二輪車免許

雇用期間の定めなし 不問

介護職員初任者研修修了
者

病棟看護師（日勤パー
ト）

医療法人社団　敬仁会 長野県塩尻市大字宗賀１２９５番地 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

看護助手（ケアワー
カー）

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 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

介護職員実務者研修修了
者

接客・調理補助　≪急募
≫

ほっとしてざわ 長野県塩尻市大門八番町９－１　塩尻駅構内 労災

雇用期間の定めなし 不問

オペレーター（訪問入浴
ステーション　社協ふれ
あい）

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 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）

不問

ホームヘルパー２級

受付（歯科）《急募》 かわしま歯科医院 長野県塩尻市大字大門６８－８ 雇用・労災

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 労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護職員（有料老人ホー
ムせせらぎ）

社会福祉法人　平成会 長野県塩尻市大字宗賀１２９８－９２ 労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

警備スペシャリスト【急
募】（松本エリア長期）
未経験ＯＫ

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

労災 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

ホテル中村屋　客室清掃
スタッフ　土日祝は時給
ＵＰ

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ホテル中村屋　お弁当配
達・施設清掃（パート）

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

労災

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 交替制あり
不問

950円～1,100円

TEL 0263-39-7101（従業員数 25人 ）
パート労働者 20020- 4783731 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

910円～1,100円

TEL 0263-39-7101（従業員数 16人 ）
パート労働者 20020- 4790431 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時30分～18時45分

960円～1,100円 (2)9時30分～16時00分

(3)9時30分～17時00分

TEL 0263-31-0191（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 4936731 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～13時00分

920円～1,020円

TEL 0263-57-8801（従業員数 31人 ）
パート労働者 20020- 4898331 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

950円～1,000円

TEL 0263-73-0091（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 4552231 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問

950円～1,000円

TEL 0263-87-6058（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020- 4589431 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)16時00分～19時00分

1,000円～1,000円

TEL 0263-52-1895（従業員数 12人 ）
パート労働者 20020- 4919431 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

970円～970円 (2)9時00分～17時00分

TEL 0263-51-5110（従業員数 195人 ）
パート労働者 20020- 4630931 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

920円～960円

TEL 0263-51-1128（従業員数 75人 ）
パート労働者 20020- 5009531 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 (1)8時30分～17時00分

7,424円～7,424円

TEL 0263-86-3000（従業員数 56人 ）
パート労働者 20020- 4976431 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時30分～9時30分

950円～950円

TEL 0263-36-2118（従業員数 8人 ）
パート労働者 20020- 4317031 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

950円～950円

TEL 0263-52-0329（従業員数 27人 ）
パート労働者 20020- 4663331 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

930円～950円

TEL 0263-53-3003（従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 5053331 就業場所 長野県塩尻市

時給
64歳以下 (1)8時15分～9時30分

910円～910円 (2)15時15分～16時30分

TEL 0263-31-0733（従業員数 15人 ）
パート労働者 20020- 4464231 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)6時30分～10時30分

910円～910円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 4498831 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)5時00分～9時00分

910円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 4499231 就業場所 長野県塩尻市

塩尻駅前　ホテル中村屋
朝食スタッフ（パート）

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ホテル中村屋　ホテル業
務全般スタッフ（パー
ト）

株式会社　ドリームホテ
ル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

リラクゼーションセラピ
スト＜塩尻ＧＡＺＡ店＞

癒し処　倉田屋 長野県松本市大字里山辺８４－３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

惣菜部門パート社員（広
丘店）

株式会社　西源（食品
スーパー　ラ・ムー）

長野県松本市小屋南２丁目９番２５号 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ペット販売（パート）塩
尻店

株式会社　キューティ・
ｐｅｔ

長野県安曇野市豊科南穂高７７１－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

一般事務（社会保険労務
士補助）

社会保険労務士法人　ア
ンカー

長野県塩尻市大門五番町９－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

牛乳パンの製造 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 不問

医療機器の組立・調整・
検査（塩尻）

シスメックスＲＡ　株式
会社

長野県塩尻市大字広丘野村１８５０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職 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 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

会計年度任用職員（パー
トタイム）事務補助員

長野県　田川高等学校 長野県塩尻市大字広丘吉田２６４５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

パチンコ店の開店前清掃 株式会社　ウィルトス 長野県松本市本庄１－１－１３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

段ボールケース製造の仕
上げ

有限会社　中信紙工 長野県塩尻市広丘郷原南原１０００－９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

接客販売 ワークマン塩尻大門店 長野県塩尻市大字大門桔梗ヶ原７７－４ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

送迎運転手（塩尻協立病
院）

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 介護職員初任者研修修了
者

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

レジスタッフ（ＣＳ） イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

早朝店出しスタッフ（早
朝ＯＰ）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

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)17時00分～21時00分

910円～910円

TEL 0263-54-8030（従業員数 81人 ）
パート労働者 20020- 4500131 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～910円

TEL 0263-53-4611（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020- 4964031 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

908円～908円

TEL 0263-52-2451（従業員数 40人 ）
パート労働者 20020- 4453131 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

181,000円～237,500円 (2)10時30分～19時30分

(3)7時00分～16時00分

TEL 0264-52-1235（従業員数 48人 ）
正社員 20100-  332931 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

179,000円～233,000円 (2)10時30分～19時30分

(3)7時00分～16時00分

TEL 0264-52-1235（従業員数 48人 ）
正社員 20100-  331631 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

160,000円～180,000円

TEL 0264-34-2245（従業員数 5人 ）
正社員 20100-  357631 就業場所 長野県塩尻市

夜間店だし・値引き・清
掃スタッフ（ナイトＯ
Ｐ）

イオンビッグ株式会社
ザ・ビック塩尻広丘店

長野県塩尻市広丘高出１７８３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

レストランスタッフ 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

バリ取り・検査 株式会社　東陽 長野県塩尻市大字広丘郷原１０００－５　アル
プス工業団地

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（塩尻）【介護
福祉士】

株式会社　あい愛 長野県木曽郡上松町小川２０５０番地５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（塩尻） 株式会社　あい愛 長野県木曽郡上松町小川２０５０番地５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

事務職 有限会社　丸嘉小坂漆器
店

長野県塩尻市木曽平沢１８１７－１ 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

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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