
年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

月給 変形（１年単位）
35歳以下 (1) 9時00分～17時15分

165,300円～250,000円 (2)12時30分～20時00分
省令３号のイ (3)10時45分～19時00分

TEL 0263-58-5451 （従業員数 10人 ）
正社員 20020-10680291 就業場所 長野県木曽郡木曽町 確定拠出年金

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
59歳以下 (1) 7時30分～16時30分

210,000円～210,000円
省令１号

TEL 0263-58-5451 （従業員数 14人 ）
正社員 20020-10678991 就業場所 長野県木曽郡木曽町 確定拠出年金

月給 医療事務士
59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

131,970円～139,920円 (2) 7時15分～16時00分
省令１号 (3) 8時00分～16時45分

TEL 0263-36-2671 （従業員数 818人 ）
正社員 20020-10404491 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

118,800円～135,000円 (2)17時30分～ 8時30分
省令２号 (3) 8時30分～ 8時29分

TEL 0263-35-6225 （従業員数 51人 ）
正社員以外 20020-10468391 就業場所 長野県木曽郡木曽町他

時給
不問 (1) 8時30分～17時15分

830円～880円
年齢不問

TEL 0263-36-2671 （従業員数 24人 ）
パート労働者 20020-10402691 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１ヶ月単位） 管理栄養士
59歳以下 (1) 8時00分～18時00分

230,000円～250,000円 (2) 8時00分～12時00分
省令１号

TEL 0264-57-2016 （従業員数 7人 ）
正社員 20100-  816591 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時30分～17時30分

170,000円～250,000円
省令３号のイ

TEL 0264-23-8101 （従業員数 52人 ）
正社員 20100-  821891 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時35分～16時50分

170,500円～170,500円
年齢不問

TEL 0264-22-3553 （従業員数 46人 ）
正社員以外 20100-  818091 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1) 8時00分～17時00分

142,800円～168,000円
年齢不問

TEL 0264-55-4455 （従業員数 20人 ）
正社員以外 20100-  823591 就業場所 長野県木曽郡大桑村

日給
不問 (1) 8時30分～17時15分

112,800円～112,800円
年齢不問

TEL 0264-24-2211 （従業員数 75人 ）
正社員以外 20100-  822291 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（１ヶ月単位） 管理栄養士
不問 (1) 8時00分～18時00分

1,200円～1,400円 (2) 8時00分～12時00分
年齢不問

TEL 0264-57-2016 （従業員数 7人 ）
パート労働者 20100-  817191 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 交替制あり
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

196,800円～196,800円 (2)19時00分～ 4時00分
省令２号

TEL 0265-73-2424 （従業員数 12人 ）
有期雇用派遣 20060- 5166891 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給
不問 (1) 8時00分～17時00分

176,250円～176,250円
年齢不問

TEL 026-236-2160 （従業員数 20人 ）
正社員以外 20010-13115191 就業場所 長野県木曽郡木曽町

所在地・就業場所

日用雑貨店の販売 昭和産業　株式会社 長野県松本市平田東１－２０－１９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

大型ミキサー車運転 昭和産業　株式会社 長野県松本市平田東１－２０－１９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

施設常駐警備員≪急募≫ 株式会社　全日警　松本
営業所

長野県松本市中央３－８－２８　清水ビル３階 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

医療事務≪急募≫ 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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

管理栄養士・事務 医療法人　篠崎医院 長野県木曽郡南木曽町読書３４２８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

県立特別支援学校　介助
技師

長野県木曽養護学校 長野県木曽郡木曽町福島１１３４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

技術職員 木曽森林組合 長野県木曽郡木曽町日義４８９８－３７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

事務補助　【林務課】 長野県木曽地域振興局 長野県木曽郡木曽町福島２７５７－１　木曽合
同庁舎内

雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

シャトルバス運行に伴う
業務

株式会社　塚原緑地研究
所　フォレスパ木曽　あ
てら荘

長野県木曽郡大桑村野尻９３９－５８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

自動車部品の製造業務 セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

管理栄養士・事務 医療法人　篠崎医院 長野県木曽郡南木曽町読書３４２８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

（臨）牧場内一般作業
（木曽町三岳）＜急募＞

全国農業協同組合連合会
長野県本部

長野県長野市大字南長野北石堂町１１７７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

℡ ０２６４－２２－２２３３

ハローワーク木曽福島 

  （木曽福島公共職業安定所） 

◎ 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。 

◎ 賃金の時給、日給については、月額換算で表示している場合がありますので、不明な点はお問い合わせ 

  ください。 

【木曽地域版】 

令和１年６月２０日発行  （６月１２日～６月１９日に受理したすべての求人を掲載しています。） 
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年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

○次の日程で『事業所見学・ミニ面接会』を開催します。 
 

日  時 ： ７月  ９日（火）１３：３０～１５：30（予定）      

開催場所 ： 事業所所在地（木曽町新開1783） 13時２0分集合 
 

開催企業 ： 株式会社 木曽駒ミクロ 
 

募集職種 ： 求人番号（20100-711191）製造作業及び検査（正社員） 

持 ち 物  ： 筆記用具、受給資格者証またはハローワークカード 

       履歴書・紹介状（面接希望の方） 

参加希望の方は、 

事前にお申込みく

ださい。 

★会社見学、説明を聞くだけでも構いません。   興味のある方はこの機会にぜひご参加ください。 
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