
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）

35歳以下 (1)8時45分～18時00分

191,000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2,319人 ）
正社員 15070-14671221 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

230,000円～230,000円

TEL 0264-24-0020（従業員数 16人 ）
正社員以外 20100- 1556421 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

230,000円～230,000円

TEL 0264-24-0020（従業員数 4人 ）
正社員以外 20100- 1557321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
44歳以下 (1)8時30分～17時30分

156,000円～221,690円

TEL 0264-46-3003（従業員数 38人 ）
正社員 20100- 1565321 就業場所 長野県木曽郡王滝村

月給 変形（1年単位）
18歳～35歳 (1)8時00分～17時00分

163,000円～207,700円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0264-57-2500（従業員数 280人 ）
正社員 20100- 1558621 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 拠出・給付

月給 変形（1年単位）
18歳～35歳 (1)8時00分～17時00分

163,000円～207,700円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0264-57-2500（従業員数 280人 ）
正社員 20100- 1559921 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 拠出・給付

月給
59歳以下

163,000円～200,000円

TEL 0264-57-2500（従業員数 280人 ）
正社員 20100- 1560721 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 月額換算 (1)8時45分～17時15分

136,650円～136,650円

TEL 0264-22-3000（従業員数 13人 ）
正社員以外 20100- 1566621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時20分～12時20分

1,010円～1,010円

TEL 0264-22-2262（従業員数 63人 ）
パート労働者 20100- 1563521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)13時30分～17時30分

1,010円～1,010円

TEL 0264-22-2262（従業員数 63人 ）
パート労働者 20100- 1564421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

910円～910円

TEL 0264-36-3311（従業員数 24人 ）
パート労働者 20100- 1561821 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給
不問

910円～910円

TEL 0264-36-3311（従業員数 24人 ）
パート労働者 20100- 1562221 就業場所 長野県木曽郡木祖村

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

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

看護教員 地方独立行政法人長野県
立病院機構　信州木曽看
護専門学校

長野県木曽郡木曽町新開４２３６ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

臨地実習指導教員 地方独立行政法人長野県
立病院機構　信州木曽看
護専門学校

長野県木曽郡木曽町新開４２３６ 労災 看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

医薬品製造 長野県製薬　株式会社 長野県木曽郡王滝村此の島１００－１ 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

自動車用ばね加工（研削
工程）

南木曽発条　株式会社 長野県木曽郡南木曽町読書２８２０ 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

自動車用ばね加工（巻き
取り機オペレーター）

南木曽発条　株式会社 長野県木曽郡南木曽町読書２８２０ 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

治具掛け・選別作業 南木曽発条　株式会社 長野県木曽郡南木曽町読書２８２０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務補助・施設管理 木曽町役場 長野県木曽郡木曽町福島２３２６－６ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

郵便物の集配業務（軽四
輪車）　　【木曽福島郵
便局】

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ヶ月以上）

不問

郵便物の集配業務（軽四
輪車）　　【木曽福島郵
便局】

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ヶ月以上）

不問

受発注業務スタッフ 日野製薬　株式会社 長野県木曽郡木祖村大字薮原１５９８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

品質管理における試験業
務

日野製薬　株式会社 長野県木曽郡木祖村大字薮原１５９８ 雇用・労災・
健康・厚生

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１２月２２日発行 （１２月１３日～１２月２０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
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

201,704円～201,704円

TEL 026-235-7160（従業員数1,765人 ）
正社員 20010-20569521 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

201,704円～201,704円

TEL 026-235-7160（従業員数1,765人 ）
正社員 20010-20572921 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

臨床検査技師（須坂市、
駒ヶ根市、阿南町、木曽
町、安曇野市

地方独立行政法人長野県
立病院機構

長野県長野市大字南長野字幅下６９２－２
長野県庁４階

雇用・公災・
健康・厚生・
財形

臨床検査技師

雇用期間の定めなし 定年を上限

言語聴覚士（須坂市、阿
南町、木曽町、安曇野
市）

地方独立行政法人長野県
立病院機構

長野県長野市大字南長野字幅下６９２－２
長野県庁４階

雇用・公災・
健康・厚生・
財形

言語聴覚士

雇用期間の定めなし 定年を上限

★ お知らせ ★

来週のホット情報は、お休みさせていただきます。

次のホット情報は、令和５年１月５日（木）に発行

いたします。
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