
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15分～18時00分

580,000円～750,000円

TEL 0263-87-3557（従業員数 13人 ）
正社員 20020- 6268131 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15分～18時00分

250,000円～600,000円

TEL 0263-87-3557（従業員数 13人 ）
正社員 20020- 6171831 就業場所 長野県塩尻市

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時15分

218,600円～450,000円

TEL 0263-52-0626（従業員数 261人 ）
正社員 20020- 6257631 就業場所 長野県塩尻市 給付

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- 6271431 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
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

230,000円～300,000円

TEL 0263-53-1328（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 6085531 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時30分～17時30分

220,000円～300,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0263-50-7633（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 6206731 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
69歳以下 (1)8時30分～18時00分

260,000円～280,000円

TEL 0263-51-6557（従業員数 29人 ）
正社員 20020- 6174431 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- 6270531 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年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

230,000円～250,000円

TEL 0263-85-7801（従業員数 17人 ）
正社員 20020- 6121031 就業場所 長野県塩尻市

ルートドライバー【正社
員】

高瀬物産株式会社　松本
支店

長野県塩尻市大字広丘吉田８４５－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

組立・評価業務（４Ｍ評
価・不具合解析）【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

医療廃棄物の収集運搬
【中型免許保有者】

株式会社　メディカル
サービス松本

長野県塩尻市洗馬下平４９１番１ 雇用・労災・
健康・厚生

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

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

ルート営業 トーエイ機材　株式会社
本部・中信センター

長野県塩尻市大字下西条２０９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般管理職 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

準中型自動車免許

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

自動化推進業務【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

営業（自動車部品、建設
部品）

株式会社　ヤマトイン
テック

長野県塩尻市大字広丘野村１０４８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＥＣ通販責任者／ＭＤ商
品開発・マーケティング

ケラッタ　株式会社 長野県塩尻市広丘野村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

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

ベビーブランドＥＣ／事
業責任者（ＣＯＯ候補）

ケラッタ　株式会社 長野県塩尻市広丘野村１０３１‐１
佐川急便松本営業所ビル５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３月３０日発行 （３月２０日～３月２９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
44歳以下 (1)8時15分～17時15分

197,200円～245,000円

TEL 0263-52-0626（従業員数 261人 ）
正社員 20020- 6256331 就業場所 長野県塩尻市

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時10分

177,900円～243,000円

TEL 0120-194-130（従業員数 36人 ）
正社員 20020- 6068231 就業場所 長野県塩尻市 拠出

時給
不問 月額換算

169,624円～223,680円

TEL 090-2763-0205（従業員数 2人 ）
正社員以外 20020- 6303731 就業場所 長野県塩尻市

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)5時00分～14時00分

198,200円～222,600円 (2)15時00分～0時00分

TEL 0263-52-0626（従業員数 261人 ）
正社員 20020- 6258931 就業場所 長野県塩尻市

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)6時30分～15時30分

184,500円～204,500円 (2)8時30分～17時30分

(3)11時00分～20時00分

TEL 0263-31-3772（従業員数 36人 ）
正社員 20020- 6160931 就業場所 長野県塩尻市

月給
不問 (1)9時00分～17時00分

140,000円～200,000円

TEL 0263-54-1283（従業員数 3人 ）
正社員 20020- 6305631 就業場所 長野県塩尻市

日給
不問 月額換算 (1)7時00分～16時00分

177,100円～193,200円 (2)8時00分～17時00分

(3)8時30分～17時30分

TEL 0263-56-2211（従業員数 80人 ）
正社員以外 20020-   32930 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～12時00分

185,250円～185,250円 (2)8時30分～17時30分

(3)13時00分～17時30分

TEL 0263-53-2253（従業員数 30人 ）
正社員以外 20020-   33530 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)7時30分～16時30分

162,000円～177,760円

TEL 0263-88-7102（従業員数 11人 ）
正社員以外 20020- 6156231 就業場所 長野県塩尻市

日給 変形（1年単位）
59歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時00分

154,500円～168,920円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0263-58-3620（従業員数 5人 ）
正社員以外 20020- 6246431 就業場所 長野県塩尻市 厚生

時給 交替制あり
不問 (1)14時00分～18時00分

910円～1,400円 (2)9時00分～16時00分

TEL 0263-87-7889（従業員数 5人 ）
パート労働者 20020- 6159731 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問

1,190円～1,390円

TEL 0263-36-2671（従業員数 21人 ）
パート労働者 20020- 6115231 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
不問 (1)8時30分～12時00分

1,000円～1,200円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
パート労働者 20020- 6236231 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)10時00分～16時00分

1,100円～1,100円

TEL 0263-56-2211（従業員数 80人 ）
パート労働者 20020- 6185331 就業場所 長野県塩尻市

時給 交替制あり
不問 (1)5時00分～11時30分

910円～1,100円 (2)8時00分～11時30分

TEL 090-2763-0205（従業員数 2人 ）
パート労働者 20020- 6302431 就業場所 長野県塩尻市

高原野菜の生産に係る農
作業全般

むーみーふぁーむ 長野県塩尻市大字広丘野村２２３１　アルカン
シェル・Ｍ　Ｐａｒｔ１　１０３

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ホールスタッフ 信州塩嶺高原カントリー
株式会社

長野県塩尻市大字北小野４９５６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務員　　【急募】 株式会社　グローバル
ガード

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

訪問介護員◆業界最大手
ニチイ◆塩尻地区エリア

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

労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）
不問

介護福祉士

【保育士・児童指導員
（塩尻）】子どもたちへ
のサポート業務

合同会社　ＲＩＧＨＴＭ
ＡＮ　ＧＲＯＵＰ

長野県松本市梓川倭９２３－４ 労災 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

トラック運転手（ＬＰガ
スの配送）

マルハ運輸株式会社　松
本営業所

長野県塩尻市大字広丘吉田７００－１ 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

保育士／小規模保育園
（定員１９名）／塩尻市
広丘

ハートフルキッズ広丘保
育園

長野県塩尻市大字広丘原新田５７１－５ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

農作業スタッフ（収穫
等）／短期アルバイト大
募集！

株式会社　中野ファーム 長野県塩尻市大字塩尻町１０７番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

キャディー 信州塩嶺高原カントリー
株式会社

長野県塩尻市大字北小野４９５６ 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

金属加工 有限会社　大沼製作所 長野県塩尻市大字広丘堅石１０７－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

介護職（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

介護福祉士

介護職員実務者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員初任者研修修了
者

鋳鉄製品の材料溶解 株式会社　ヤマトイン
テック

長野県塩尻市大字広丘野村１０４８ 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 法令の規定
により年齢
制限がある

高原野菜の生産に係る農
作業全般

むーみーふぁーむ 長野県塩尻市大字広丘野村２２３１　アルカン
シェル・Ｍ　Ｐａｒｔ１　１０３

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

通所リハビリテーション
塩尻　介護福祉士

社会医療法人財団　慈泉
会　相澤病院

長野県松本市本庄２－５－１ 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

社内ネットワークの管理
及び社内インフラ保守

株式会社　ヤマトイン
テック

長野県塩尻市大字広丘野村１０４８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

基本情報技術者

システム監査技術者

雇用期間の定めなし キャリア形
成 情報処理安全確保支援士
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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)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00分～12時00分

930円～1,000円 (2)7時00分～15時00分

TEL 0263-85-1205（従業員数 55人 ）
パート労働者 20020- 6048631 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

974円～974円

TEL 0263-52-1148（従業員数 66人 ）
パート労働者 20020- 6126731 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)7時00分～16時00分

970円～970円 (2)8時00分～17時00分

(3)7時00分～12時00分

TEL 0263-56-2211（従業員数 80人 ）
パート労働者 20020- 6187931 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- 6079731 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問

910円～910円

TEL 0263-58-1315（従業員数 26人 ）
パート労働者 20020- 6222331 就業場所 長野県塩尻市

時給
不問 (1)8時30分～14時30分

910円～910円 (2)7時30分～14時30分

TEL 0263-53-6330（従業員数 24人 ）
パート労働者 20020- 6295231 就業場所 長野県塩尻市

自動車運転免許証更新受
付事務

一般財団法人　長野県交
通安全協会　中南信事務
所

長野県塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原７３－１１６
中南信運転免許センター内

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

（教習生）送迎 株式会社　信州ジャパン
（信州ジャパン自動車学
校グループ）

長野県塩尻市大字広丘吉田３５２－１ 雇用・労災 中型自動車免許

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

労災 医療事務資格

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

クラブハウス周りの作業 信州塩嶺高原カントリー
株式会社

長野県塩尻市大字北小野４９５６ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

試験研究補助員（環境
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 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売員（青果）　【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・
健康・厚生

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
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