
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
年俸制 フレックス

59歳以下 月額換算 (1)9時00分～17時30分

166,250円～500,000円

TEL 0263-51-9296 （従業員数 5人 ）
正社員 20020- 5827431 就業場所 長野県塩尻市

年俸制 変形（1年単位）
62歳以下 月額換算 (1)8時15分～17時15分

230,000円～464,000円

TEL 0263-52-0972 （従業員数 20人 ）
正社員 20020- 5966331 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)9時15分～18時00分

250,000円～400,000円

TEL 0263-87-3557 （従業員数 13人 ）
正社員 20020- 5913231 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

180,000円～375,000円

TEL 0263-54-4800 （従業員数 15人 ）
正社員 20020- 5842431 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

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～300,000円

TEL 0263-52-7603 （従業員数 7人 ）
正社員 20020- 6027231 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59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- 6028531 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)8時00分～16時30分

150,000円～280,500円 (2)11時00分～19時15分

(3)8時45分～17時15分

TEL 0263-53-6033 （従業員数 8人 ）
正社員 20020- 5881831 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

220,000円～280,000円

TEL 0263-31-5100 （従業員数 35人 ）
正社員 20020- 5845631 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～250,000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 7人 ）
正社員 20020- 6029431 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

179,200円～232,960円

TEL 0263-54-4800 （従業員数 8人 ）
正社員 20020- 5839931 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1年単位）
61歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

197,800円～227,900円

TEL 0263-54-0742 （従業員数 40人 ）
正社員 20020- 6009031 就業場所 長野県塩尻市

【食品製造／正社員】資
格・経験不問

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

その他の食料品製造関係
資格

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

仏壇・仏具の店頭販売と
セレモニーセンター（葬
祭）補助業務

有限会社　広伸 長野県塩尻市大字大門５２－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

塗装オペレーター・木材
加工オペレーター

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

ドライバー（４ｔ）
【ルート配送】土日祭日
休み

有限会社　八洲ロジテッ
ク

長野県塩尻市大字広丘野村１９２３ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

８トン限定中型自動車免
許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

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

木材加工オペレーター 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 定年を上限

（土木）現場管理・作業
員

株式会社　ナガタキ 長野県塩尻市大字広丘堅石２１４５－３４０ 雇用・労災・
健康・厚生

２級土木施工管理技士

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

葬祭業全般 有限会社　広伸 長野県塩尻市大字大門５２－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

Ｗｅｂデザイナー ケラッタ　株式会社 長野県塩尻市広丘野村字金塚１０３１－１
佐川急便松本営業所ビル５階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

税務会計スタッフ／創業
６０年／会計事務所経験
者／塩尻市

税理士法人　大沼田経営
会計事務所

長野県塩尻市大門桔梗町６－１７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

ソフトウェア開発エンジ
ニア

株式会社ソルティスター 長野県塩尻市大門八番町１番２号
塩尻インキュベーションプラザ１０９号

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

℡ 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２３日発行 （３月１４日～３月２０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
不問 (1)8時30分～17時15分

215,600円～222,300円

TEL 0263-52-0280 （従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 5897931 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問 (1)10時00分～18時00分

160,000円～200,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0263-87-7889 （従業員数 7人 ）
正社員 20020- 5996831 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

174,000円～193,400円

TEL 0263-52-0258 （従業員数 11人 ）
正社員 20020- 5814131 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

185,200円～188,500円

TEL 0263-52-0280 （従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 5896631 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
不問

174,000円～185,100円

TEL 0263-52-0280 （従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 5894731 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

169,800円～175,300円

TEL 0263-52-0280 （従業員数1,322人 ）
正社員以外 20020- 5899031 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

172,800円～172,800円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-31-8891 （従業員数 38人 ）
正社員 20020- 5950931 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

172,800円～172,800円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-31-8891 （従業員数 38人 ）
正社員 20020- 5951131 就業場所 長野県塩尻市ほか

時給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

149,760円～149,760円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-87-0601 （従業員数 0人 ）
正社員以外 20020- 5853631 就業場所 長野県塩尻市

時給
62歳以下 (1)8時30分～12時00分

1,400円～1,500円 (2)8時30分～13時00分

TEL 0263-52-3777 （従業員数 11人 ）
パート労働者 20020- 5957731 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

時給 交替制あり
不問

1,000円～1,200円

TEL 090-1044-3648（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020- 5916731 就業場所 長尾県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

1,000円～1,200円

TEL 0263-51-9088 （従業員数 12人 ）
パート労働者 20020- 5965731 就業場所 長野県塩尻市

時給
18歳以上 (1)17時30分～22時30分

1,200円～1,200円

TEL 0263-52-1329 （従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 6042831 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,000円～1,100円

TEL 0263-54-5252 （従業員数 10人 ）
パート労働者 20020- 5786231 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

1,028円～1,070円 (2)8時30分～16時30分

(3)9時00分～16時00分

TEL 0263-50-8905 （従業員数 15人 ）
パート労働者 20020- 5920231 就業場所 長野県塩尻市

保育士 合同会社　グラベラ　ひ
かりテラス保育園

長野県塩尻市大字広丘高出１８１９－８ 労災 保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

家事代行・ハウスクリー
ニング

株式会社　ハートリンク
（ダスキン）

長野県塩尻市大門桔梗ケ原１１１３－３　オー
イケビル１－Ａ

労災

雇用期間の定めなし 不問

ホール係（居酒屋） 五千石茶屋 長野県塩尻市大門一番町１６番１３号 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

相談支援員 特定非営利活動法人
ジョイフル

長野県塩尻市大字広丘原新田２８２－２ 雇用・労災 キャリアコンサルタント

２級キャリアコンサル
ティング技能士雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

産業カウンセラー

農業 ミルキーファーム洗馬 長野県塩尻市大字洗馬２３１８番地２ その他

雇用期間の定めなし 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

看護師・准看護師 医療法人　惠朗会　緑ヶ
丘青木医院

長野県塩尻市大字広丘郷原１７６４ 雇用・労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

《保育補助者》無資格で
も可！年間休日１２５
日！

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

警備員（松本地域）【６
０歳以上専用求人】

株式会社　アルプス警備
保障

長野県松本市埋橋１－７－９ 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　（松本地域） 株式会社　アルプス警備
保障

長野県松本市埋橋１－７－９ 雇用・労災・
健康・厚生

原動機付自転車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

ワクチン接種推進専門員
【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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

児童厚生員【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

保育士

幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

小学校教諭免許（専修・
１種・２種）

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

精神保健福祉士

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

経営支援・一般事務・地
域振興

塩尻商工会議所 長野県塩尻市大字大門一番町１２番２号　えん
ぱーく４０６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

日商簿記３級

雇用期間の定めなし キャリア形
成

【塩尻市新規オープン】
【保育士・児童指導員】
療育活動

合同会社　ＲＩＧＨＴＭ
ＡＮ　ＧＲＯＵＰ

長野県松本市梓川倭９２３－４ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

社会福祉士

雇用期間の定めなし 不問

精神保健福祉士

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
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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)14時00分～18時30分

1,060円～1,060円

TEL 0263-52-0280 （従業員数 8人 ）
パート労働者 20020- 5895331 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

908円～1,050円

TEL 0263-34-5750 （従業員数 7人 ）
パート労働者 20020- 5789731 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～15時00分

1,040円～1,040円 (2)8時30分～12時00分

(3)12時00分～15時00分

TEL 0263-87-0601 （従業員数 0人 ）
パート労働者 20020- 5856031 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～10時00分

908円～1,000円 (2)16時00分～21時30分

TEL 0263-27-5915 （従業員数 10人 ）
パート労働者 20020- 5964431 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時30分～15時30分

930円～1,000円

TEL 0263-85-1205 （従業員数 59人 ）
パート労働者 20020- 6039331 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時30分～16時30分

950円～950円

TEL 0263-85-1050 （従業員数 4人 ）
パート労働者 20020- 5790931 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

950円～950円

TEL 0263-52-0280 （従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020- 5893431 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

950円～950円

TEL 0263-52-0280 （従業員数1,322人 ）
パート労働者 20020- 5898131 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

910円～910円

TEL 0263-26-8542 （従業員数 11人 ）
パート労働者 20020- 5802731 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)8時30分～18時00分

170,000円～210,000円

TEL 0264-34-3323 （従業員数 29人 ）
正社員 20100-  420331 就業場所 長野県塩尻市

月給
44歳以下 (1)8時30分～18時00分

170,000円～210,000円

TEL 0264-34-3323 （従業員数 29人 ）
正社員 20100-  421631 就業場所 長野県塩尻市

営業 酒井産業　株式会社 長野県塩尻市大字贄川２３０７－２ 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

一般事務／営業サポート
《開発・デザイン》

酒井産業　株式会社 長野県塩尻市大字贄川２３０７－２ 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

商品のピッキング作業 富士物流サポート　株式
会社　松本事業所

長野県松本市笹賀７９４１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

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

給食調理員（塩尻市妙義
保育園）

シダックス大新東ヒュー
マンサービス　株式会社
松本営業所

長野県松本市村井町南３－５－２
ちくま第３ビル８Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

調理師

栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売員（惣菜）【デリシ
ア塩尻東店】

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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

給食配膳係（学生食堂）
【東京都市大学　塩尻高
等学校】

株式会社　みすず給食セ
ンター

長野県松本市野溝東１－１５－１３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

小規模保育園での給食調
理／資格不問

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

警備スタッフ（建物・設
備点検業務を含む）

太平ビルサービス　株式
会社　松本営業所

長野県松本市深志２丁目５番２６号松本第一ビ
ル７Ｆ

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

パート厚生員（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 労災 保育士

幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

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

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。
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