
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）

44歳以下

270,000円～375,000円

TEL 0265-76-5452（従業員数 18人 ）
正社員 20060- 3213421 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

時給
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時10分

271,920円～271,920円 (2)20時00分～5時10分

TEL 0263-50-7380（従業員数 0人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 6963621 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

268,800円～268,800円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0263-87-8673（従業員数 5人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 6706921 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

243,600円～243,600円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0263-51-5553（従業員数 280人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 6881421 就業場所 長野県木曽郡上松町

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- 4626721 就業場所 長野県木曽郡大桑村 拠出

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- 7016221 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- 7013021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 交替制あり
不問 (1)8時30分～16時00分

12,942円～13,182円 (2)9時00分～16時30分

(3)9時30分～17時00分

TEL 0264-22-2233（従業員数 16人 ）
パート労働者 20100-  513321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

970円～1,410円

TEL 0264-52-2083（従業員数 35人 ）
パート労働者 20100-  514621 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

950円～950円

TEL 0264-24-0172（従業員数 17人 ）
パート労働者 20100-  512421 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問

920円～920円

TEL 026-233-5602（従業員数 5人 ）
パート労働者 20010- 6263221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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

所在地・就業場所

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

生産スタッフ Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 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

車部品の検査オペレー
ター作業

株式会社　スカイネット
長野支店

長野県松本市石芝４丁目７－１１　ガーデン
ハイツ　オリエンタル　４Ａ

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

車部品のマシンオペレー
ター・外観検査

株式会社　パワーネッ
ト・フィールド

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

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

［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

事業主支援アドバイザー
（雇用開発関係助成金担
当）

長野労働局　木曽福島公
共職業安定所（ハロー
ワーク木曽福島）

長野県木曽郡木曽町福島５０５６－１ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務補助　１ 木曽森林管理署 長野県木曽郡上松町正島町１丁目４－１ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

職業指導員及び送迎 株式会社　ディアローグ

障害者就労支援事業所
Ｉ－ＷＯＲＫ（アイ・
ワーク）

長野県木曽郡上松町大字小川１９７５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

金融事務 長野県信用組合 長野県長野市新田町１１０３番地１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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４月１４日発行 （４月６日～４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

相談窓口で職業相談

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。

お仕事探しは

ハローワークで！

求職申込（求職登録）

応募したい求人が決まったら

紹介状を発行します。

自宅で応募書類（履歴書、職務

経歴書など）を作成する。

（面接時に持参する場合と、先に

郵送する場合があります。）

受付へご用件をお話しください

パソコンを使って求人を検索
（ハローワークインターネットサービス）

＊求人をご覧になりたい方は、会社名、仕事の条件（職種、勤務地、勤務時間など）について

お知らせいただければ、求人票または求人一覧表をお渡しします。

＊職員と相談したい方は、相談窓口へご案内します。

＊パソコン検索したい方は、席へご案内します。（パソコン利用申込書にご記入いただきます。）

☆☆ハローワークご利用の流れ☆☆

検索後、窓口で相談したい方は、

受付へ声をかけてください。

新型コロナウイルス感染症対策として、

入室時の検温と、マスク着用をお願い

しています。
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