
年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

月給 大型自動車免許一種
59歳以下 (1) 5時00分～14時00分

225,000円～350,000円 (2) 5時00分～11時30分
省令１号

TEL 0269-38-1761 （従業員数 7人 ）
正社員 20080- 1682191 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 普通自動車免許一種
44歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

200,000円～307,000円
省令３号のイ

TEL 048-667-5565 （従業員数 6人 ）
正社員 11030-15901391 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 確定拠出年金

その他 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
39歳以下 (1) 8時00分～17時20分

180,000円～235,000円 (2) 7時00分～17時00分
省令３号のイ

TEL 0264-36-2030 （従業員数 9人 ）
正社員 20100-  695891 就業場所 長野県木曽郡木祖村 厚生年金基金

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
35歳以下 (1) 8時45分～17時45分

172,000円～224,000円 (2)10時45分～19時45分
省令３号のイ (3)12時15分～21時15分

TEL 025-371-4115 （従業員数11,330人 ）
正社員 15070- 5146991 就業場所 長野県木曽郡木曽町他

月給 準中型自動車免許
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 準中型一種（５トン限

214,904円～214,904円
省令３号のイ

TEL 048-447-3311 （従業員数 17人 ）
正社員 11010- 8248591 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
39歳以下 (1) 8時00分～17時20分 フォークリフト技能者

170,000円～200,000円
省令３号のイ

TEL 0264-36-2030 （従業員数 9人 ）
正社員 20100-  696291 就業場所 長野県木曽郡木祖村 厚生年金基金

月給 普通自動車免許一種
44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

165,000円～185,000円
省令３号のイ

TEL 0264-57-2550 （従業員数 16人 ）
正社員 20100-  699091 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～16時00分

890円～890円
年齢不問

TEL 0264-52-5700 （従業員数 233人 ）
パート労働者 20100-  692991 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1) 8時30分～15時30分

825円～950円
年齢不問

TEL 026-269-6710 （従業員数 3人 ）
パート労働者 20010-10282991 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時30分～13時30分 普通自動車免許ＡＴ

850円～850円 (2)14時00分～18時00分
年齢不問

TEL 048-447-3311 （従業員数 17人 ）
パート労働者 11010- 8249191 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 普通自動車免許一種
不問

850円～850円
年齢不問

TEL 0264-55-2094 （従業員数 9人 ）
パート労働者 20100-  694791 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～15時00分

850円～850円
年齢不問

TEL 0264-36-2030 （従業員数 9人 ）
パート労働者 20100-  697591 就業場所 長野県木曽郡木祖村

一般事務（工場事務員） 有限会社　三共ビオテッ
ク

長野県木曽郡大桑村野尻１０３７－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

清酒出荷業務全般 株式会社　湯川酒造店 長野県木曽郡木祖村大字薮原１００３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

調理員（木曽町） 日清医療食品株式会社
中部支店

長野市栗田源田窪１０００－１　長栄長野東口
ビル７階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（契）ルート配送／木曽
営業所

ＳＢＳゼンツウ株式会社 埼玉県戸田市本町４－９－１０ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

事務職 大宗土建　株式会社 長野県木曽郡南木曽町読書３６９２番地３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

データ入力作業 上松電子　株式会社 長野県木曽郡上松町大字上松１８８（上松工
場）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ルート配送／木曽営業所 ＳＢＳゼンツウ株式会社 埼玉県戸田市本町４－９－１０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

清酒出荷管理業務全般 株式会社　湯川酒造店 長野県木曽郡木祖村大字薮原１００３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

清酒製造技術スタッフ 株式会社　湯川酒造店 長野県木曽郡木祖村大字薮原１００３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

株式会社　コメリ 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

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

地域社会に貢献する営業
［木曽郡南木曽町］

新明電材　株式会社 埼玉県さいたま市北区吉野町２丁目２５８－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

大型平ボデトラックドラ
イバー

株式会社　岩船陸送 長野県中野市大字岩船４５３番地１０

℡ ０２６４－２２－２２３３

ハローワーク木曽福島 

  （木曽福島公共職業安定所） 

◎ 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。 

◎ 賃金の時給、日給については、月額換算で表示している場合がありますので、不明な点はお問い合わせ 

  ください。 

【木曽地域版】 

令和元年５月１６日発行  （５月８日～５月１５日に受理したすべての求人を掲載しています。） 

1



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

時給
不問 (1) 8時00分～11時00分

830円～830円 (2)11時00分～14時00分
年齢不問

TEL 048-447-3311 （従業員数 15人 ）
パート労働者 11010- 8250691 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 普通自動車免許一種
不問

830円～830円
年齢不問

TEL 0264-55-2681 （従業員数 11人 ）
パート労働者 20100-  698191 就業場所 長野県木曽郡大桑村

倉庫内作業（仕分け・積
込み）／木曽営業所

ＳＢＳゼンツウ株式会社 埼玉県戸田市本町４－９－１０ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

木製桶（おけ）製造工 有限会社　坂本木工所 長野県木曽郡大桑村大字須原１５７１－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

★資格が無い方もＯＫ 

★履歴書不要 

★服装自由 

各種パート・フルタイム求人がございます。 

  

介護施設ってどんなふう

に仕事をしているの？ 

この機会に見学してみま

せんか！ 

ケアマネージャー 

『福祉ジョブセミナー』も開催！ 
 

   ハローワーク木曽福島では「福祉ジョブセミナー」 

    を開催しています。 

   福祉の仕事や必要な資格について知ることができます。 

   日程についてはお問合せ下さい。 
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