
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ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

194,000円～407,000円

TEL 0264-26-2335（従業員数 13人 ）
正社員 20100-  111121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～350,000円

TEL 0264-26-2335（従業員数 13人 ）
正社員 20100-  110921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
44歳以下

270,000円～375,000円

TEL 0265-76-5452（従業員数 18人 ）
正社員 20060-  197721 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

200,000円～350,000円

TEL 0265-59-7011（従業員数 19人 ）
正社員以外 20050-  175121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時45分～18時00分

179,000円～241,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

TEL 025-371-4115（従業員数2,467人 ）
正社員 15070-  610521 就業場所 長野県木曽郡大桑村 拠出

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

150,000円～230,000円

TEL 0265-22-3215（従業員数 5人 ）
正社員 20050-  162521 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（1ヶ月単位）
不問

174,400円～200,000円

TEL 0265-81-0104（従業員数 25人 ）
正社員以外 20060-  365821 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

180,619円～180,619円

TEL 0264-24-2211（従業員数 75人 ）
正社員以外 20100-   99021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

171,960円～171,960円

TEL 0264-25-2218（従業員数 5人 ）
正社員以外 20100-  109421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

900円～1,000円

TEL 0264-22-2010（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  101621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

900円～1,000円

TEL 0264-22-2010（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  102921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

900円～1,000円

TEL 0264-22-2010（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100-  104021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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

現場管理 株式会社　千村建設 長野県木曽郡木曽町日義２６２６

積算業務 株式会社　千村建設 長野県木曽郡木曽町日義２６２６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

トータル健康アドバイ
ザー

株式会社　アルプスメ
ディカル

長野県伊那市西春近２５３２ 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

建築技術者・土木技術者 神稲建設株式会社 長野県飯田市主税町１８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

１級建築施工管理技士

１級土木施工管理技士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地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

電気工事士　【木曽営業
所】

新井電気工事株式会社 長野県飯田市松尾町３丁目１５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

レジ担当 株式会社マルトシ 長野県駒ヶ根市中央１６－１９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

庁舎管理業務員 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）

不問

社会活動推進員 公益財団法人　長野県長
寿社会開発センター　木
曽支部

長野県木曽郡木曽町福島２７５７ー１　木曽合
同庁舎２階
　　　木曽保健福祉事務所　福祉課内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

おもてなし準備（午後業
務）《つたや季の宿　風
里》

株式会社　つたや本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

おもてなし準備（午前中
業務）《つたや季の宿
風里》

株式会社　つたや本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

おもてなし準備（午後業
務）《街道浪漫おん宿蔦
屋》

株式会社　つたや本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６２ 労災

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）

【木曽地域版】

令和４年１月１３日発行 （１月５日～１月１２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

時給
不問

900円～1,000円

TEL 0264-22-2010（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100-  105721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)9時30分～15時15分

980円～980円

TEL 0264-22-2262（従業員数 9人 ）
パート労働者 20100-  100321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

900円～900円

TEL 0264-22-2010（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100-  103121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

900円～900円

TEL 0264-26-2335（従業員数 13人 ）
パート労働者 20100-  112021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

139,920円～147,870円 (2)7時15分～16時00分

(3)8時00分～16時45分

TEL 0263-36-2671（従業員数 27人 ）
正社員 20020-  497721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

880円～930円

TEL 0263-36-2671（従業員数 27人 ）
パート労働者 20020-  494921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～13時00分

920円～920円 (2)8時00分～16時30分

(3)13時00分～16時30分

TEL 0263-98-2711（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-  765321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時30分～10時30分

1,800円～1,800円

TEL 026-228-5085（従業員数 1人 ）
パート労働者 20010-  486421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

おもてなし準備（午前中
業務）《街道浪漫おん宿
蔦屋》

株式会社　つたや本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

郵便物の集配業務及び運
送業務

日本郵便株式会社　木曽
福島郵便局

長野県木曽郡木曽町福島６１８３－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

接客サービス《街道浪漫
おん宿蔦屋》

株式会社　つたや本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

積算業務の補助 株式会社　千村建設 長野県木曽郡木曽町日義２６２６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

［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

雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

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ヶ月以上）

不問

病院内清掃業務・洗濯業
務（木曽）

ワタキューセイモア　株
式会社　長野営業所

長野県東筑摩郡山形村下本郷４０８８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

動物飼養管理員（木曽郡
木曽町）

テスコ　株式会社　長野
支店

長野県長野市大字中御所字宮沖２１６－１０ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

< ホット情報の設置場所 > 毎週木曜日更新

・ハローワーク玄関先の棚

・国道１９号線沿いのコンビニ各店

・木曽郡内各町村役場・商工会

ハローワーク木曽福島 職業紹介係

☎ ０２６４-２２-２２３３

開所時間 ８：３０～１７：１５

就職に関する様々なご相談に応じますので、お気軽にご利用ください。

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

お申し込み不要です！

１/１４（金） 13：30～15：00
セコム上信越 株式会社 長野統括支社

セキュリティースタッフ
求人番号：20010-17563611（正社員以外：特定業務専任社員）

１/１９（水） 10：30～12：00
株式会社 グローバルガード

交通誘導・駐車場警備員

求人番号：20020- 74721（正社員：有資格者）

求人番号：20020- 118321（正社員：資格不問）

求人番号：20020- 113721（パート）

★話を聴くだけでも構いません。

★興味のある方は、この機会に是非

ご参加ください。

警備業２社！

次の日程で『会社説明及びミニ面接会』を開催します。

会社担当者から、直接仕事の内容について、話を聴くことができる

チャンスです！

開催場所： ハローワーク木曽福島 １階会議室
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