
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）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

160,000円～250,000円

TEL 0265-22-3215（従業員数 5人 ）
正社員 20050- 2489031 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 変形（1年単位）
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

157,992円～241,500円 (2)7時00分～16時00分

TEL 026-273-2590（従業員数 18人 ）
正社員 20070- 2201031 就業場所 長野県木曽郡王滝村

月給
40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-  427531 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
39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-  428431 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

202,400円～202,400円

TEL 0264-46-3171（従業員数 4人 ）
正社員以外 20100-  423131 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 月額換算

47,500円～50,000円

TEL 0264-52-1133（従業員数 27人 ）
正社員以外 20100-   14630 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

930円～1,163円 (2)15時00分～22時00分

TEL 0264-23-3711（従業員数 15人 ）
パート労働者 20100-  422931 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

950円～1,000円

TEL 0264-22-2311（従業員数 3人 ）
パート労働者 20100-  424031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

958円～958円

TEL 0264-25-2237（従業員数 48人 ）
パート労働者 20100-  426231 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

920円～920円

TEL 0264-22-2372（従業員数 4人 ）
パート労働者 20100-  425831 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時10分

221,400円～221,400円 (2)20時00分～5時10分

TEL 0265-78-9970（従業員数 1人 ）
有期雇用派遣労働者 20060- 2371531 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～17時30分

150,100円～174,000円

TEL 0263-53-5000（従業員数 39人 ）
正社員以外 20020- 6142331 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 定年を上限

所在地・就業場所

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

きのこ栽培作業員 有限会社　金丸物産金井
きのこ園

長野県千曲市大字八幡７２８７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

【営業・調達業務】未経
験者募集／愛知県勤務あ
り／出張あり

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 キャリア形
成

樹脂成形生産技術／未経
験者募集／正社員

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 キャリア形
成

別荘地の管理 株式会社トウメイハウス
オリンポス三岳

長野県木曽郡木曽町三岳９００－２３４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

赤沢自然休養林食堂施設 一般社団法人　上松町観
光協会

長野県木曽郡上松町大字上松１５９－３　上松
町観光情報センタ一内

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売員 セブンイレブン木曽町福
島店

長野県木曽郡木曽町福島６２０６－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

飲食店業務全般【パー
ト】

有限会社　川合商店 長野県木曽郡木曽町福島２０１２－８ 労災

雇用期間の定めなし 不問

一般事務Ｂ（会計年度任
用職員、パートタイム）

長野県木曽建設事務所 長野県木曽郡木曽町福島２７５７－１　木曽合
同庁舎内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売 宝来屋　櫻井　六左ヱ門 長野県木曽郡木曽町福島５０７６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

自動車電子部品の製造 有限会社ジェイシステム 長野県上伊那郡南箕輪村８９８５番地－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

事務員（会計年度任用職
員）【なんてんの里】

松塩筑木曽老人福祉施設
組合

長野県塩尻市大字広丘郷原１６８３番地１ 雇用・労災・
厚生・財形・
その他

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５年３月３０日発行 （３月２０日～３月２９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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