
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 交替制あり

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～350,000円 (2)13時00分～22時00分

TEL 055-243-1550（従業員数 12人 ）
正社員 19010-12208921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問

195,000円～344,000円

TEL 0264-23-7331（従業員数 16人 ）
正社員 20100-  780421 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30分

175,000円～330,000円 (2)11時00分～20時00分

(3)13時00分～22時00分

TEL 055-243-1550（従業員数 7人 ）
正社員 19010-12202821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～300,000円

TEL 0264-22-2116（従業員数 22人 ）
正社員 20100-  774621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～300,000円

TEL 0264-22-2116（従業員数 22人 ）
正社員 20100-  775921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下

245,000円～265,000円

TEL 0264-23-7331（従業員数 16人 ）
正社員 20100-  779821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

220,000円～264,000円

TEL 0264-52-4700（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  781321 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

156,312円～257,199円

TEL 0264-24-2211（従業員数 82人 ）
正社員以外 20100-  785021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時10分

166,500円～231,500円

TEL 0264-52-5700（従業員数 252人 ）
正社員 20100-  776121 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

206,400円～206,400円

TEL 0264-44-2341（従業員数 73人 ）
正社員以外 20100-  777021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時30分

200,000円～200,000円

TEL 0264-36-2116（従業員数 2人 ）
正社員 20100-  784121 就業場所 長野県木曽郡木祖村

その他
40歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

170,000円～193,000円

TEL 0264-24-3700（従業員数 69人 ）
正社員 20100-  778721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

雇用・労災・
健康・厚生

管理栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

所在地・就業場所

販売（要管理栄養士資
格）［木曽福島店］

株式会社　クスリのサン
ロード

山梨県甲府市後屋町４５２

和食料理人・料理人見習
い

森のホテル（株式会社
女将塾）

長野県木曽郡木曽町日義４８９８－８ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 不問

販売／医薬品登録販売者
（取得予定者も可）［木
曽福島店］

株式会社　クスリのサン
ロード

山梨県甲府市後屋町４５２ 雇用・労災・
健康・厚生

登録販売者（一般医薬
品）

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築大工　　　　　【ト
ライアル雇用併用求人】

株式会社　加藤組 長野県木曽郡木曽町福島１７６４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築現場の管理者 株式会社　加藤組 長野県木曽郡木曽町福島１７６４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

温泉旅館マネージャー候
補

森のホテル（株式会社
女将塾）

長野県木曽郡木曽町日義４８９８－８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

家庭ごみ収集運搬業務 山一建設　株式会社 長野県木曽郡上松町大字小川２２７２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

行政事務（会計年度任用
職員：商工観光課）

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）

不問

営業（原価企画） 上松電子　株式会社 長野県木曽郡上松町大字上松１８８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

麺　出荷・包装作業【ア
ルバイト】

株式会社　霧しな 長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－１
２１

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

製材業務　　　　　★未
経験者歓迎★

有限会社　藪原製材所 長野県木曽郡木祖村薮原１２４２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めなし キャリア形
成

製造スタッフ 株式会社　木曽駒ミクロ 長野県木曽郡木曽町新開１７８３ 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

℡ 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６月２３日発行 （６月１５日～６月２１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 月額換算 (1)8時00分～17時00分

149,800円～166,200円

TEL 0264-24-3027（従業員数 6人 ）
正社員以外 20100-  782621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

900円～1,000円

TEL 0264-24-3027（従業員数 6人 ）
パート労働者 20100-  783921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時00分～11時30分

910円～910円

TEL 0263-35-3344（従業員数 1人 ）
パート労働者 20020-11308621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

一般事務員（産休育休代
替）

北陽建設株式会社　木曽
営業所

長野県木曽郡木曽町福島２８２２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

一般事務員（産休育休代
替）

北陽建設株式会社　木曽
営業所

長野県木曽郡木曽町福島２８２２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

清掃業務（中部電力木曽
福島営業所）

株式会社　サニウェイ
松本営業所

長野県松本市白板１－９－２６ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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、マスク着用にご協力を

お願いしています。

ハローワークに求職登録して

マイページを開設しませんか！

詳しくは、ハローワークまで
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