
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)9時00分～18時30分

224,000円～600,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020- 5754531 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00分～18時30分

224,000円～600,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020- 5756731 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

224,000円～600,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020- 5765631 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00分～18時30分

224,000円～600,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020- 5777831 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00分～18時30分

224,000円～520,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020- 5772331 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00分～18時30分

224,000円～500,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020- 5751031 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00分～18時30分

224,000円～500,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020- 5757331 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

224,000円～500,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020- 5762431 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

224,000円～400,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020- 5771731 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30分

224,000円～350,000円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
正社員 20020- 5766931 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

270,000円～350,000円

TEL 0263-52-7391（従業員数 3人 ）
正社員以外 20020- 5779531 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)7時00分～16時00分

270,000円～337,500円

TEL 0263-54-5656（従業員数 4人 ）
正社員 20020- 5624431 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 定年を上限

所在地・就業場所

店舗・工場などの一般建
築営業

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９

一般建築（店舗、工場な
ど）の意匠設計・空間デ
ザイナー

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 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

２級建築施工管理技士

資材調達・仕入れ担当
（塩尻本社）

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般建築（オフィス・工
場・マンションなど）の
施工管理

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

２級建築施工管理技士

その他の建設工事関係資
格雇用期間の定めなし 定年を上限

１級建築施工管理技士

住宅設計及び構造計算
（本社）（正社員）

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 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

木造建築士

新築住宅販売、営業 株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

新築・リフォームの施工
管理

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 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

木造建築士

Ｗｅｂマーケティング 株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＤＴＰデザイナー 株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

インテリアコーディネー
ター

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

インテリアコーディネー
ター

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木・外構工事作業員 幸志建設　株式会社 長野県塩尻市大字洗馬４１２０－８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

伐採作業員（経験者） 株式会社　秀健 長野県塩尻市大字宗賀１１５６番地３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

℡ 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１６日発行 （３月７日～３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
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- 5316531 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時10分

258,600円～287,900円

TEL 0263-75-7303（従業員数 4人 ）
正社員 20020- 5637931 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

216,500円～272,100円

TEL 050-3135-0101（従業員数 8人 ）
正社員 20020- 5655031 就業場所 長野県塩尻市 給付

時給 交替制あり
18歳～59歳 月額換算 (1)5時00分～14時00分

205,760円～260,200円 (2)14時30分～23時30分

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 5525831 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年単位）
44歳以下 (1)8時15分～17時05分

200,000円～250,000円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員 20020- 5607531 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)8時15分～17時15分

200,000円～250,000円 (2)16時15分～1時05分

(3)0時15分～9時05分

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員 20020- 5608431 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

200,000円～250,000円

TEL 0263-33-2876（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 5652631 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
35歳以下 (1)6時30分～15時30分

205,000円～250,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)8時00分～17時00分

TEL 0263-85-1205（従業員数 50人 ）
正社員 20020- 5739431 就業場所 長野県塩尻市ほか

月給 交替制あり
35歳以下 (1)7時00分～16時00分

203,000円～250,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0263-85-1205（従業員数 50人 ）
正社員 20020- 5740631 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給 交替制あり
18歳～59歳 月額換算 (1)5時00分～14時00分

205,760円～243,720円 (2)14時30分～23時30分

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 5523131 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

205,760円～243,720円 (2)14時30分～23時30分

(3)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- 5524031 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時00分～17時45分

190,000円～240,000円

TEL 0263-50-8364（従業員数 15人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 5399231 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

188,000円～227,000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 10人 ）
正社員 20020- 5679931 就業場所 長野県塩尻市 拠出

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)7時00分～16時00分

225,000円～225,000円

TEL 0263-54-5656（従業員数 4人 ）
正社員 20020- 5625731 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)8時30分～17時40分

222,560円～222,560円 (2)16時00分～1時00分

(3)0時00分～9時10分

TEL 0263-51-5553（従業員数 1人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 5240131 就業場所 長野県塩尻市

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

大工　【見習い・未経験
者】【急募】

株式会社　Ｎｅｏｂｅｅ 長野県塩尻市大字北小野４１１６番地９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

施工職 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 定年を上限

製造（前処理） 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

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

機械オペレーター（日
勤）

株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 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

機械オペレーター（深夜
／夜勤）

株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 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

ヤフオク出品作業と倉庫
作業

株式会社　テナントリ
ユース

長野県松本市中央３丁目１１－２１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

販売員（正社員）鮮魚部
門

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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

販売員（正社員） 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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

製造（自動車部品加工） 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

製造（自動車部品加工） 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

Ｗｅｂ制作業務≪急募≫
【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

一般事務（契約管理部） 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

伐採作業員（未経験者） 株式会社　秀健 長野県塩尻市大字宗賀１１５６番地３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

セラミックの回路基板の
製造機オペレータ

株式会社　ＰＮＦ 長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 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
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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 月額換算 (1)8時20分～17時15分

222,560円～222,560円 (2)6時20分～15時15分

(3)10時20分～19時15分

TEL 0263-51-5553（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 5327331 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
不問 月額換算 (1)8時15分～17時00分

218,400円～218,400円

TEL 0263-51-5553（従業員数 14人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 5299131 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時20分～17時20分

171,400円～218,000円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 5397031 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- 5526231 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時20分～17時00分

168,647円～216,712円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 5411531 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 月額換算 (1)8時20分～17時00分

168,647円～216,712円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 5412431 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15分～17時05分

150,724円～215,794円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員以外 20020- 5609731 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

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

月給 変形（1年単位）
18歳～35歳 (1)8時00分～17時00分

154,700円～210,000円 (2)17時00分～2時00分

TEL 0263-52-7825（従業員数 173人 ）
正社員 20020- 5501531 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
18歳～44歳 (1)8時00分～17時00分

155,000円～210,000円 (2)17時00分～2時00分

TEL 0263-52-7825（従業員数 173人 ）
正社員 20020- 5502431 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

162,696円～209,195円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 5413731 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

162,696円～209,195円

TEL 0263-87-0425（従業員数 180人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 5414331 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

162,696円～209,195円

TEL 0263-87-0425（従業員数 180人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 5415631 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

160,040円～205,840円

TEL 0263-87-0425（従業員数 180人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 5406731 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

192,000円～205,000円

TEL 0263-26-1400（従業員数 11人 ）
正社員以外 20020- 5690431 就業場所 長野県塩尻市

車両用エンジン内部部品
の切削加工オペレーター

株式会社　ＰＮＦ 長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

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

プラスチック射出成型機
のオペレーター業務

株式会社　ＰＮＦ 長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ＣＡＤ・ＣＡＭ業務 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

精密部品の検査・梱包 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

生産管理 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

製造補助作業員 株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

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

製造作業員　　【急募】 長野森紙業　株式会社
塩尻事業所

長野県塩尻市大字広丘高出２００１ 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

フォークリフト作業員
【急募】

長野森紙業　株式会社
塩尻事業所

長野県塩尻市大字広丘高出２００１ 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

製品のバリ取り 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

製品検査 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

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

組立 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

デイサービス管理者（施
設長）

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

介護福祉士

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)8時30分～17時30分

204,993円～204,993円 (2)20時30分～5時15分

TEL 0263-51-5553（従業員数 10人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 5248631 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

204,993円～204,993円 (2)20時30分～5時15分

TEL 0263-51-5553（従業員数 2人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 5294431 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

157,760円～202,960円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 5419831 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳～59歳 月額換算 (1)18時30分～3時30分

158,195円～202,720円

TEL 0263-87-0425（従業員数 200人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 5416931 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

200,640円～200,640円

TEL 0263-51-5553（従業員数 1人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 5237431 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～17時00分

200,500円～200,500円

TEL 0263-58-0122（従業員数 81人 ）
正社員 20020- 5481331 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)5時00分～14時00分

200,500円～200,500円

TEL 0263-58-0122（従業員数 81人 ）
正社員 20020- 5482631 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- 5435831 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

165,000円～200,000円

TEL 0263-52-4152（従業員数 18人 ）
正社員 20020- 5616431 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15分

155,102円～199,602円

TEL 0263-87-0425（従業員数 195人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 5456331 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15分

155,102円～199,602円

TEL 0263-87-0425（従業員数 195人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 5457631 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15分

196,462円～196,462円

TEL 0263-51-5553（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 5250231 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15分

196,462円～196,462円

TEL 0263-51-5553（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 5292231 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- 5298931 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00分

154,000円～168,000円

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 5477031 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15分～17時05分

150,724円～165,996円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員以外 20020- 5610931 就業場所 長野県塩尻市

インクジェットプリンタ
のヘッド試作製造業務

株式会社　ＰＮＦ 長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 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

プリンターヘッド部品の
マシンオペレーター及び
検査

株式会社　ＰＮＦ 長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

梱包・出荷業務 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

セラミック基板（絶縁基
板）の検査

株式会社　ＰＮＦ 長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

リフトマン兼業務補助及
び配送運転業務　　【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

フォークリフト運転技能
者

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

トラック運転手（日勤食
品ドライバー）
【職場見学可】

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

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

検査業務及び事務 南興セラミックス　株式
会社　塩尻工場

長野県塩尻市宗賀牧野３６６１ 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

組立 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

インクシステムに関する
試作・評価業務

株式会社　ＰＮＦ 長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

インクジェットプリンタ
のヘッド評価及び測定業
務

株式会社　ＰＮＦ 長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

【保育士】少人数保育園
での未満児保育　正社員

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

組み立て作業 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

製造補助作業員（工場内
清掃等）

株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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 変形（1年単位）
59歳以下 月額換算 (1)8時15分～17時05分

150,724円～157,696円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
正社員以外 20020- 5611131 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

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時00分

137,562円～137,562円

TEL 0263-26-1400（従業員数 9人 ）
正社員以外 20020- 5689831 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

908円～1,500円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0263-48-4700（従業員数 32人 ）
パート労働者 20020- 5341731 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
59歳以下 (1)8時45分～18時30分

1,500円～1,500円

TEL 0263-52-0498（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020- 5540031 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下

1,000円～1,400円

TEL 0263-88-2149（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020- 5318731 就業場所 長野県塩尻市

時給
60歳以上 (1)8時00分～17時00分

944円～1,280円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-88-6840（従業員数 14人 ）
パート労働者 20020- 5278431 就業場所 長野県塩尻市ほか

日給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

7,500円～10,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-88-6840（従業員数 14人 ）
パート労働者 20020- 5290031 就業場所 長野県塩尻市ほか

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- 5694931 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

980円～1,200円

TEL 0263-85-4636（従業員数 43人 ）
パート労働者 20020- 5747431 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

8,517円～8,517円

TEL 0263-52-0600（従業員数 33人 ）
パート労働者 20020- 5602931 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- 5306831 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

1,000円～1,000円

TEL 0263-33-2876（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 5649231 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)8時00分～13時00分

TEL 0263-31-5042（従業員数 7人 ）
パート労働者 20020- 5660631 就業場所 長野県塩尻市

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～13時00分

1,000円～1,000円 (2)14時00分～19時00分

TEL 0263-26-1400（従業員数 20人 ）
パート労働者 20020- 5692331 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

908円～1,000円

TEL 0263-26-1400（従業員数 11人 ）
パート労働者 20020- 5693631 就業場所 長野県塩尻市

検査員 株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

介護保険請求事務 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

駐車場警備・イベント警
備

有限会社　中部警備救助 長野県松本市大字新村２８３番地 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

歯科衛生士（土曜日の
み）

歯科手塚医院 長野県塩尻市宗賀７３－２５８ 労災 歯科衛生士

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務の補佐 株式会社　サン・スタッ
フ

長野県塩尻市大門５７－４ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

警備員スタッフ【６０歳
以上専用】【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 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

警備員スタッフ
【入社お祝い金制度あ
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 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

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

ＣＡＤオペレーター 株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災 一級建築士

二級建築士

雇用期間の定めなし 不問

会計年度任用職員（野生
獣肉放射性物質検査員）

長野県林業総合センター 長野県塩尻市大字片丘５７３９ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

少人数保育園での保育士
（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

パソコン入力と倉庫作業 株式会社　テナントリ
ユース

長野県松本市中央３丁目１１－２１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

《急募》ゴルフ場洗車募
集【未経験者歓迎】

株式会社　９’ｓ　ＳＴ
ＹＬＥ

長野県松本市大字寿豊丘８４７－１　バンコウ
ハイツ１Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ホームヘルパー 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 労災 介護職員初任者研修修了
者

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

介護福祉士

介護員（デイサービス） 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 介護福祉士

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

介護職員初任者研修修了
者
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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)6時00分～16時00分

1,000円～1,000円 (2)13時30分～17時30分

TEL 090-1786-6662（従業員数 2人 ）
パート労働者 20020- 5729231 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～16時30分

974円～974円

TEL 0263-52-1148（従業員数 66人 ）
パート労働者 20020- 5496531 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
69歳以下 (1)8時30分～14時30分

910円～950円

TEL 0263-86-5560（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020- 5344931 就業場所 長野県塩尻市

時給
59歳以下 (1)9時00分～16時00分

908円～950円

TEL 0263-52-2236（従業員数 53人 ）
パート労働者 20020- 5612031 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時15分～11時30分

920円～920円 (2)12時45分～17時00分

TEL 0263-25-4030（従業員数 2人 ）
パート労働者 20020- 5347831 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～12時00分

920円～920円 (2)8時30分～15時00分

TEL 0263-25-4030（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020- 5672831 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

916円～916円

TEL 0263-53-3060（従業員数 38人 ）
パート労働者 20020- 5586531 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

910円～910円

TEL 0263-86-3933（従業員数 95人 ）
パート労働者 20020- 5712531 就業場所 長野県塩尻市

農作業 山下農園 長野県塩尻市大字洗馬５１０８－１ その他

雇用期間の定めなし 不問

試験研究補助員（野菜
部）会計年度任用職員
（パートタイム）

長野県野菜花き試験場 長野県塩尻市大字宗賀床尾１０６６－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

給食調理（昼食・おや
つ）

株式会社　メフォス　長
野事業部

長野県松本市村井町南４－２３－１５　第２Ｍ
ＡＴビル２Ｆ

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

検査員 株式会社　ロクハ精工 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１０ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

清掃スタッフ（ユメック
スアリーナ）

株式会社　アシスト＆ソ
リューション

長野県松本市野溝西２丁目２－３２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

清掃スタッフ（レザン
ホール）

株式会社　アシスト＆ソ
リューション

長野県松本市野溝西２丁目２－３２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

カーナビ（修理品）の操
作及びパソコン入力

株式会社　伊藤精器 長野県塩尻市大字広丘野村１３６５－５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

検査補助（食品） 株式会社　ピックルス
コーポレーション長野

長野県塩尻市大字広丘吉田１７１０番地 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
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