
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

その他 美容師
64歳以下 (1) 8時00分～17時30分

160,000円～510,000円
省令１号

TEL 0264-52-5122（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  768291 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（１年単位） 土木施工管理技士２級
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士１級

260,000円～400,000円 普通自動車免許一種
省令１号

TEL 0264-57-2077（従業員数 25人 ）
正社員 20100-  789691 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（１年単位） 土木施工管理技士１級
60歳以上 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

250,000円～375,000円 パソコン表計算可
省令３号のニ

TEL 0264-57-2077（従業員数 25人 ）
正社員以外 20100-  788391 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（１年単位） 土木施工管理技士１級
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級

200,000円～350,000円 普通自動車免許一種
省令１号

TEL 0264-55-2005（従業員数 30人 ）
正社員 20100-  740791 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 大型自動車免許一種
64歳以下 (1) 8時30分～17時00分 フォークリフト技能者

300,000円～330,000円 ショベルローダー運転
省令１号

TEL 0264-57-2266（従業員数 23人 ）
正社員 20100-  727291 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 測量士
不問 (1) 8時30分～17時30分 測量士補

172,000円～320,000円 技術士（建設）
年齢不問

TEL 0264-23-2433（従業員数 5人 ）
正社員 20100-  721391 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時30分～16時30分

163,200円～304,800円
年齢不問

TEL 0264-23-7550（従業員数 90人 ）
正社員以外 20100-   26290 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分 消防設備士（甲種）

176,000円～300,000円
年齢不問

TEL 0264-52-2833（従業員数 5人 ）
正社員 20100-  723991 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（１週間単位非定型的） 調理師
59歳以下 (1) 7時00分～21時00分

250,000円～300,000円
省令１号

TEL 0264-58-2288（従業員数 9人 ）
正社員 20100-  757491 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 交替制あり
18歳～64歳 (1) 8時00分～17時00分

185,000円～370,000円 (2)18時00分～ 3時00分
省令２号

TEL 026-266-0368（従業員数 4人 ）
無期雇用派遣 20010-11801591 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

160,000円～280,000円 (2)16時00分～ 1時00分
省令１号 (3)22時00分～ 7時00分

TEL 0952-72-5588（従業員数 15人 ）
正社員 41010- 8633891 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

190,000円～270,000円
省令３号のイ

TEL 0264-22-2073（従業員数 25人 ）
正社員 20100-  724491 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生年金基金

生産又は品質管理に関す
る業務（木曽開田工場）

株式会社　友桝飲料 佐賀県小城市小城町岩蔵２５７５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

営業スタッフ
（営業・配送・企画）

七笑酒造　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島５１３５番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

調理師 床浪観光開発株式会社
ホテル富貴の森

長野県木曽郡南木曽町吾妻４６４４－７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

品質管理（大桑村） 株式会社アスパーク
長野オフィス

長野県長野市大字栗田源田窪１０００－１
長栄長野東口ビル６Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

キャディ（フルタイム） 木曽駒高原観光開発　株
式会社

長野県木曽郡木曽町日義４８９８－８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

電気機械・消防設備の点
検工事等【トライアル雇
用併用求人】

有限会社　アース・テッ
ク

長野県木曽郡上松町小川２０３６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

トラック運転手 三殿陸送　有限会社 長野県木曽郡南木曽町読書３２２２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

測量設計 株式会社　奥原調査設計 長野県木曽郡木曽町新開２６６２－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

１級土木施工管理技士
（木曽）

株式会社　名工土木 長野県木曽郡南木曽町読書３６６９－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

現場代理人
【トライアル雇用併用求
人】

奥田工業　株式会社 長野県木曽郡大桑村大字野尻１３００－２ 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・
財形

雇用期間の定めなし

土木技術者（木曽） 株式会社　名工土木 長野県木曽郡南木曽町読書３６６９－１３ 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

美容全般（アネックス）
スタイリスト

有限会社　ターバン 長野県木曽郡上松町栄町２－６９８－１

℡ 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１年６月６日発行  （５月２９日～６月５日に受理したすべての求人を掲載しています。） 
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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

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時30分

180,000円～260,000円
省令１号

TEL 0264-23-2180（従業員数 9人 ）
正社員 20100-  728591 就業場所 長野県木曽郡木曽町

その他 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種
21歳～64歳 (1) 8時00分～23時30分

160,000円～260,000円 (2) 8時00分～17時00分
省令１号 (3) 8時00分～22時00分

TEL 0264-57-3133（従業員数 17人 ）
正社員 20100-  741891 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

日給 普通自動車免許一種
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

172,800円～259,200円
省令３号のイ

TEL 0264-55-2786（従業員数 2人 ）
正社員 20100-  732491 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（１週間単位非定型的） 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 7時00分～11時00分 パソコン表計算可

200,000円～250,000円 (2)14時30分～22時00分 パソコンワープロ可
省令２号

TEL 0264-23-2288（従業員数 18人 ）
正社員 20100-  736591 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１ヶ月単位） 調理師
不問 (1) 6時00分～14時00分 普通自動車免許一種

180,000円～250,000円 (2)16時00分～20時00分
年齢不問

TEL 0264-55-4455（従業員数 20人 ）
正社員 20100-  750291 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時30分 高圧ガス販売主任２種

230,000円～250,000円 危険物取扱者（乙種）
年齢不問

TEL 0264-52-2385（従業員数 10人 ）
正社員 20100-  756991 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給 普通自動車免許一種
18歳以上 (1)16時00分～ 7時00分

224,400円～242,000円
省令２号

TEL 0264-46-2500（従業員数 40人 ）
正社員以外 20100-   24790 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
不問 (1) 7時00分～10時30分

146,880円～233,280円 (2)16時00分～21時00分
年齢不問

TEL 0264-22-2010（従業員数 11人 ）
正社員 20100-  771691 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
不問 (1) 7時00分～11時30分

146,880円～233,280円 (2)17時00分～21時00分
年齢不問

TEL 0264-22-2010（従業員数 11人 ）
正社員 20100-  772991 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 中型自動車免許一種
不問 (1) 7時00分～16時00分

146,880円～233,280円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問

TEL 0264-22-2010（従業員数 11人 ）
正社員 20100-  773491 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり 普通自動車免許一種
不問 (1) 6時00分～14時20分

139,000円～225,900円 (2) 9時00分～17時20分
年齢不問 (3)13時30分～21時50分

TEL 0264-48-2111（従業員数 31人 ）
正社員以外 20100-  753091 就業場所 長野県木曽郡王滝村

月給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時30分

150,000円～230,000円
省令１号

TEL 0265-22-3215（従業員数 5人 ）
正社員 20050- 4002891 就業場所 長野県木曽郡大桑村

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

160,000円～222,000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2,189人 ）
正社員 15070- 5992391 就業場所 長野県木曽郡木曽町他

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 8時00分～17時10分

221,400円～221,400円 (2)20時00分～ 5時10分
省令２号

TEL 0264-52-5700（従業員数 233人 ）
正社員以外 20100-  765491 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 交替制あり 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 8時30分～17時30分

158,000円～220,000円 (2) 7時00分～16時00分
省令２号 (3)10時30分～19時30分

TEL 0264-52-1235（従業員数 39人 ）
正社員 20100-  769591 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1) 7時00分～12時00分

137,700円～218,700円 (2)18時00分～21時00分
年齢不問

TEL 0264-22-2010（従業員数 13人 ）
正社員 20100-  774791 就業場所 長野県木曽郡木曽町

介護職員（上松） 株式会社　あい愛 長野県木曽郡上松町小川２０５０番地５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

洗い場、清掃【風里】 株式会社　つたや本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

販売・店舗運営職
（リージョナル社員）

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

生産スタッフ（期間社
員）

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）

フロント・ホテル業務全
般

公益財団法人　おんたけ
休暇村　
（公益財団法人　名古屋
市民休暇村管理公社）

長野県木曽郡王滝村３１５９番２５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

電気工事士 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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

接客・清掃
≪新体制スタッフ　急募
≫

株式会社　つたや本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

事務・フロント
≪新体制スタッフ　急募
≫

株式会社　つたや本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

当直業務 株式会社　木曽御岳ゴル
フ倶楽部

長野県木曽郡木曽町三岳８２２２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

調理補助
≪新体制スタッフ　募集
≫

株式会社　つたや本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

調理人 株式会社　塚原緑地研究
所　フォレスパ木曽　あ
てら荘

長野県木曽郡大桑村野尻９３９－５８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

営業技術職（ＬＰガス・
灯油・住設機器）

株式会社　エマ商会 長野県木曽郡上松町駅前通り２－６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

配管工及び土木作業員
【トライアル雇用併用求
人】

有限会社　櫻井設備 長野県木曽郡大桑村大字野尻７４８番他６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

フロント係 有限会社　駒の湯 長野県木曽郡木曽町福島４７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

営業（アルミ建材・建築
資材）

株式会社　甲州屋 長野県木曽郡木曽町福島１７８８－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

タクシー乗務員 株式会社　南木曽観光タ
クシー

長野県木曽郡南木曽町吾妻８４０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
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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) 7時00分～10時00分

137,700円～218,700円 (2)15時30分～21時00分
年齢不問 (3)12時30分～21時00分

TEL 0264-22-2010（従業員数 13人 ）
正社員 20100-  775891 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員
不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許一種

218,500円～218,500円
年齢不問

TEL 0264-21-1351（従業員数 23人 ）
正社員 20100-  806891 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

146,880円～216,000円
省令１号

TEL 0264-44-2213（従業員数 5人 ）
正社員 20100-  737191 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
18歳～64歳 (1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許一種

203,000円～215,500円 (2)12時00分～21時00分
省令１号 (3)13時30分～ 7時30分

TEL 0264-21-1351（従業員数 23人 ）
正社員 20100-  804491 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時30分～16時30分

150,000円～210,000円
年齢不問

TEL 0264-23-7550（従業員数 90人 ）
正社員以外 20100-  795191 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 建設機械施工技士１級
不問 (1) 8時30分～17時15分 土木施工管理技士１級

153,100円～207,400円
年齢不問

TEL 0264-25-2237（従業員数 47人 ）
正社員以外 20100-  754391 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり 栄養士
不問 (1) 8時00分～17時00分

179,000円～206,200円 (2) 9時00分～18時00分
年齢不問

TEL 0264-44-1470（従業員数 40人 ）
正社員 20100-  751591 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１年単位） 介護福祉士
18歳以上 (1) 6時30分～15時30分 介護職員初任者研修

182,000円～202,000円 (2) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級
省令２号 (3)13時15分～22時15分

TEL 0264-55-1105（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  781491 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

日給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時15分

201,500円～201,500円
年齢不問

TEL 0264-24-2211（従業員数 68人 ）
正社員以外 20100-  715991 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１年単位） 実用英語検定２級
40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 ＴＯＥＩＣ７３０点～

160,000円～200,000円 (2)12時00分～21時00分 普通自動車免許一種
省令３号のイ

TEL 0264-57-3009（従業員数 9人 ）
正社員 20100-  761091 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 自動二輪車免許
不問 普通自動車免許一種

160,704円～198,720円
年齢不問

TEL 0264-22-2262（従業員数 95人 ）
正社員以外 20100-  717791 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 交替制あり 普通自動車免許一種
不問 (1) 6時00分～15時00分

167,200円～193,600円 (2)10時00分～19時00分
年齢不問

TEL 0264-46-2500（従業員数 40人 ）
正社員以外 20100-   20690 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時00分～16時00分

167,200円～193,600円 (2) 8時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0264-46-2500（従業員数 40人 ）
正社員以外 20100-   21990 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（１ヶ月単位） パソコン表計算可
59歳以下 (1) 8時00分～18時00分 パソコンワープロ可

160,000円～180,000円 (2) 8時00分～12時00分 普通自動車免許一種
省令１号

TEL 0264-57-2016（従業員数 6人 ）
正社員 20100-  763691 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時20分～17時10分

142,600円～180,000円
年齢不問

TEL 0264-58-2866（従業員数 20人 ）
正社員 20100-  793291 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 交替制あり 普通自動車免許一種
不問 (1) 6時00分～15時00分

158,400円～176,000円 (2) 8時00分～17時00分
年齢不問 (3)12時00分～21時00分

TEL 0264-46-2500（従業員数 40人 ）
正社員以外 20100-   23490 就業場所 長野県木曽郡木曽町

バリ取り作業 有限会社　田立電機 長野県木曽郡南木曽町吾妻中折３９２５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

調理補助 株式会社　木曽御岳ゴル
フ倶楽部

長野県木曽郡木曽町三岳８２２２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

フロント・受付 株式会社　木曽御岳ゴル
フ倶楽部

長野県木曽郡木曽町三岳８２２２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

診療所の窓口業務 医療法人　篠崎医院 長野県木曽郡南木曽町読書３４２８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

郵便等の集配業務（木曽
郡内）

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）

レストランスタッフ 株式会社　木曽御岳ゴル
フ倶楽部

長野県木曽郡木曽町三岳８２２２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

障がい者活躍サポーター 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）

接客（一般スタッフ・英
語スタッフ）

有限会社　藤乙（藤乙旅
館）

長野県木曽郡南木曽町吾妻８５８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

栄養士　兼　支援員補助
（障害者支援施設）トラ
併用

社会福祉法人　開田福祉
会

長野県木曽郡木曽町開田高原西野５２２７－
１００

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

介護職員【神戸の杜（も
り）】

株式会社　サンシャイン
ライフ

長野県木曽郡大桑村大字野尻９３１－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

キャディ
（フルタイム）

木曽駒高原観光開発　株
式会社

長野県木曽郡木曽町日義４８９８－８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

土木技術職員【臨時的任
用】

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）

農業従事者 農事組合法人　アースか
いだ

長野県木曽郡木曽町開田高原西野２６７６―
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

介護職員（正社員） 社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル木
曽

長野県木曽郡木曽町福島２７８１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

接客【風里】 株式会社　つたや本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし

施設ケアマネージャー兼
介護職

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル木
曽

長野県木曽郡木曽町福島２７８１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし
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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

日給
不問 (1) 8時30分～17時30分

142,000円～173,000円
年齢不問

TEL 0264-57-3151（従業員数 4人 ）
正社員 20100-  719291 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給
40歳以下 (1) 8時30分～18時30分

150,000円～170,000円 (2) 8時30分～16時00分
省令３号のイ

TEL 0264-24-3108（従業員数 4人 ）
正社員 20100-  798691 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり 介護福祉士
18歳以上 (1) 7時00分～15時45分 介護職員初任者研修

155,800円～167,600円 (2) 9時30分～18時15分 ホームヘルパー２級
省令２号 (3) 9時45分～18時30分

TEL 0264-23-1050（従業員数 35人 ）
正社員以外 20100-  758791 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 交替制あり 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時00分～16時00分

158,400円～158,400円 (2) 8時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0264-46-2500（従業員数 40人 ）
正社員以外 20100-   19890 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり 普通自動車免許一種
18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

158,400円～158,400円 (2)17時00分～ 8時00分
省令２号

TEL 0264-46-2500（従業員数 40人 ）
正社員以外 20100-   25390 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) 8時00分～16時00分

135,520円～154,000円
年齢不問

TEL 0264-46-2500（従業員数 40人 ）
正社員以外 20100-   22190 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時30分

147,571円～147,571円
年齢不問

TEL 0264-26-2306（従業員数 23人 ）
正社員以外 20100-  742291 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～18時00分

142,560円～142,560円 (2) 8時30分～17時30分
年齢不問 (3) 9時30分～18時30分

TEL 0264-55-3741（従業員数 11人 ）
正社員以外 20100-  752191 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
不問 (1) 8時30分～17時15分

142,290円～142,290円
年齢不問

TEL 0264-22-2703（従業員数 310人 ）
正社員以外 20100-  735291 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 中型自動車免許一種
不問 (1) 7時30分～16時30分 大型自動車免許一種

80,000円～100,000円
年齢不問

TEL 0264-23-7550（従業員数 90人 ）
正社員以外 20100-   28890 就業場所 長野県木曽郡木曽町

その他 普通自動車免許一種
不問

67,200円～67,200円
年齢不問

TEL 0264-23-7550（従業員数 90人 ）
正社員以外 20100-   27590 就業場所 長野県木曽郡木曽町

その他 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～12時00分

1,375円～1,375円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0264-23-2796（従業員数 3人 ）
パート労働者 20100-  731991 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1) 7時00分～12時00分

850円～1,350円 (2)18時00分～21時00分
年齢不問

TEL 0264-22-2010（従業員数 13人 ）
パート労働者 20100-  776291 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1) 7時00分～10時00分

850円～1,350円 (2)15時30分～21時00分
年齢不問 (3)12時30分～21時00分

TEL 0264-22-2010（従業員数 13人 ）
パート労働者 20100-  777591 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00分～18時00分 介護福祉士

1,200円～1,260円
年齢不問

TEL 0264-21-1351（従業員数 23人 ）
パート労働者 20100-  803991 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 介護支援専門員
不問 (1) 8時00分～12時00分 普通自動車免許一種

1,000円～1,200円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問

TEL 0264-23-1001（従業員数 16人 ）
パート労働者 20100-  744191 就業場所 長野県木曽郡木曽町

介護職員（介護福祉士８
Ｈ）

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル木
曽

長野県木曽郡木曽町福島２７８１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

ケアマネージャー 有限会社　幸楽 長野県木曽郡木曽町日義４９０５ 労災

雇用期間の定めなし

洗い場、清掃【風里】 株式会社　つたや本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

接客　【風里】 株式会社　つたや本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

キャディ（パート） 木曽駒高原観光開発　株
式会社

長野県木曽郡木曽町日義４８９８－８ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

浄化槽の管理・点検業務 有限会社　田尻 長野県木曽郡木曽町福島６１６８－３ 労災

雇用期間の定めなし

事務補助（医事課） 地方独立行政法人長野県
立病院機構長野県立木曽
病院

長野県木曽郡木曽町福島６６１３－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

マイクロバス送迎 木曽駒高原観光開発　株
式会社

長野県木曽郡木曽町日義４８９８－８ 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

レンズ製造・検査の補助 株式会社　イケタニ 長野県木曽郡木曽町日義２１９６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

道の駅運営スタッフ 木曽地域振興　株式会社 長野県木曽郡大桑村野尻１６０－２７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

施設管理 株式会社　木曽御岳ゴル
フ倶楽部

長野県木曽郡木曽町三岳８２２２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

客室清掃係 株式会社　木曽御岳ゴル
フ倶楽部

長野県木曽郡木曽町三岳８２２２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

介護支援員 木曽広域連合 長野県木曽郡木曽町日義４８９８－３７

（木曽文化公園内・駒っこホール）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

マスター室業務 株式会社　木曽御岳ゴル
フ倶楽部

長野県木曽郡木曽町三岳８２２２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

製材手 木曽林材興芸　株式会社 長野県木曽郡南木曽町吾妻２３番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

受付事務 スマイル歯科クリニック 長野県木曽郡木曽町福島２８６２－１ 雇用・労災・
健康

雇用期間の定めなし
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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

950円～1,200円
年齢不問

TEL 042-568-1170（従業員数 11人 ）
パート労働者 20100-  780991 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 普通自動車免許一種
18歳以上

1,500円～1,500円
省令２号

TEL 0266-79-4111（従業員数 13人 ）
パート労働者 20140- 3829491 就業場所 長野県木曽郡木曽町他

時給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1)10時00分～17時00分

900円～1,200円
年齢不問

TEL 0952-72-5588（従業員数 15人 ）
パート労働者 41010- 8632791 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 介護支援専門員
不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許一種

1,100円～1,130円
年齢不問

TEL 0264-21-1351（従業員数 23人 ）
パート労働者 20100-  807291 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 介護福祉士

1,050円～1,120円
年齢不問

TEL 0264-21-1351（従業員数 23人 ）
パート労働者 20100-  801391 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 介護福祉士

1,060円～1,120円
年齢不問

TEL 0264-21-1351（従業員数 23人 ）
パート労働者 20100-  802691 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) 8時00分～14時00分 ホームヘルパー２級

850円～1,100円 (2)11時00分～18時00分 介護職員初任者研修
年齢不問

TEL 0264-52-3560（従業員数 9人 ）
パート労働者 20100-  749491 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

1,020円～1,090円
年齢不問

TEL 0264-21-1351（従業員数 23人 ）
パート労働者 20100-  800091 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

1,020円～1,080円
年齢不問

TEL 0264-21-1351（従業員数 23人 ）
パート労働者 20100-  799991 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) 8時45分～16時00分

869円～1,043円 (2) 8時45分～14時30分
年齢不問 (3)17時00分～20時30分

TEL 0264-57-3009（従業員数 9人 ）
パート労働者 20100-  762391 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1) 5時00分～ 9時00分

821円～1,000円 (2)17時00分～22時00分
年齢不問 (3) 9時00分～17時00分

TEL 0264-26-2785（従業員数 16人 ）
パート労働者 20100-  714691 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00分～14時00分

830円～1,000円 (2)14時00分～17時00分
年齢不問 (3)16時00分～19時00分

TEL 0264-55-2155（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  722691 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～11時00分

900円～1,000円 (2)13時00分～18時00分
年齢不問 (3)14時00分～18時30分

TEL 0264-46-2155（従業員数 0人 ）
パート労働者 20100-  725791 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 6時30分～10時00分

950円～1,000円 (2)17時00分～21時00分
年齢不問

TEL 0264-23-7331（従業員数 15人 ）
パート労働者 20100-  726891 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
18歳以上

1,000円～1,000円
省令２号

TEL 0264-22-2111（従業員数 2人 ）
パート労働者 20100-  730691 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1) 7時30分～11時30分

850円～1,000円 (2)16時00分～20時30分
年齢不問

TEL 0264-22-2145（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  738091 就業場所 長野県木曽郡木曽町

接客 カラオケ　バー　あかり 長野県木曽郡木曽町福島５３０７－１ 労災

雇用期間の定めなし

調理補助 有限会社　津田 長野県木曽郡木曽町福島２０１２－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

温泉旅館従業員 有限会社　大喜泉 長野県木曽郡木曽町三岳１０８６９番地 労災

雇用期間の定めなし

ホテルサービススタッフ 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 労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

販売員 セブンイレブン木曽町日
義店

長野県木曽郡木曽町日義１６８３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

販売員 セブンイレブン大桑須原
店

長野県木曽郡大桑村大字須原１０２３－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

介護職員（４Ｈ・無資格
可）

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル木
曽

長野県木曽郡木曽町福島２７８１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

調理補助（接客） 有限会社　藤乙（藤乙旅
館）

長野県木曽郡南木曽町吾妻８５８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

介護職員（ホームヘル
パー）

社会福祉法人　上松町社
会福祉協議会

長野県木曽郡上松町大字小川１７０２　上松
ひのきの里総合福祉センター内

労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

介護職員（６Ｈ・無資格
可）

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル木
曽

長野県木曽郡木曽町福島２７８１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

介護職員（介護福祉士４
Ｈ）

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル木
曽

長野県木曽郡木曽町福島２７８１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

介護職員（介護福祉士６
Ｈ）

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル木
曽

長野県木曽郡木曽町福島２７８１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

物流事務（木曽開田工
場：パート）

株式会社　友桝飲料 佐賀県小城市小城町岩蔵２５７５－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

施設ケアマネージャー
（パート

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル木
曽

長野県木曽郡木曽町福島２７８１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

食品製造・店舗管理（揚
げ物・惣菜・すし・弁当
等）

株式会社　ゼストクック
木曽店

長野県木曽郡木曽町福島２８７２　（Ａコー
プ木曽店内）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

新聞輸送ドライバー（貨
物自動車運転手）　≪急
募≫

高島運輸　株式会社 長野県諏訪郡原村１２３３４番地１ 労災

雇用期間の定めなし
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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 変形（１ヶ月単位） パソコン表計算可
不問 (1) 8時00分～18時00分 パソコンワープロ可

900円～1,000円 (2) 8時00分～12時00分
年齢不問

TEL 0264-57-2016（従業員数 6人 ）
パート労働者 20100-  764991 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1) 9時00分～15時00分

830円～1,000円
年齢不問

TEL 0264-58-2866（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100-  794591 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)10時00分～14時30分

850円～1,000円 (2)15時30分～19時30分
年齢不問

TEL 0264-42-3012（従業員数 0人 ）
パート労働者 20100-  797391 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1) 7時00分～10時00分

860円～950円 (2) 8時00分～16時00分
年齢不問

TEL 042-568-1170（従業員数 11人 ）
パート労働者 20100-  778191 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1) 9時30分～14時30分

860円～950円 (2)15時00分～18時00分
年齢不問

TEL 042-568-1170（従業員数 11人 ）
パート労働者 20100-  779091 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) 7時30分～ 9時30分

850円～950円 (2)16時30分～18時30分
年齢不問

TEL 0264-55-1105（従業員数 55人 ）
パート労働者 20100-  783891 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 普通自動車免許一種
不問 (1)14時30分～18時30分

930円～930円 (2)13時00分～17時00分
年齢不問 (3)14時30分～17時30分

TEL 0264-22-2262（従業員数 95人 ）
パート労働者 20100-  718891 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1) 5時00分～ 8時00分

821円～900円 (2)17時00分～22時00分
年齢不問

TEL 0264-55-3981（従業員数 7人 ）
パート労働者 20100-  720091 就業場所 長野県木曽郡大桑村

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-  766791 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 (1) 9時10分～15時40分

875円～875円
年齢不問

TEL 0264-22-3000（従業員数 7人 ）
パート労働者 20100-  746391 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時00分～11時00分

860円～860円 (2)17時00分～21時00分
年齢不問

TEL 0264-52-2245（従業員数 25人 ）
パート労働者 20100-  796091 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 (1) 8時00分～16時00分

830円～850円
年齢不問

TEL 0264-52-2980（従業員数 5人 ）
パート労働者 20100-  729191 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1) 8時00分～16時00分

845円～845円 (2) 8時30分～16時30分
年齢不問 (3)11時00分～20時00分

TEL 0264-23-3271（従業員数 50人 ）
パート労働者 20100-  745091 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1) 9時00分～18時00分

830円～830円
年齢不問

TEL 048-447-3311（従業員数 17人 ）
パート労働者 11010- 9835891 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 変形（１年単位）
不問 (1) 7時20分～18時05分

830円～830円
年齢不問

TEL 026-238-0560（従業員数 2人 ）
パート労働者 20010-11565091 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) 8時00分～17時00分

830円～830円 (2) 8時30分～17時30分
年齢不問

TEL 0264-21-1818（従業員数 22人 ）
パート労働者 20100-  733791 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) 8時00分～17時00分

830円～830円 (2) 8時30分～17時30分
年齢不問

TEL 0264-21-1818（従業員数 22人 ）
パート労働者 20100-  734891 就業場所 長野県木曽郡木曽町

食堂調理補助 株式会社　木曽市場 長野県木曽郡木曽町福島４０６１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

駅売店の販売員（木曽福
島）

株式会社たちばな 長野県長野市鶴賀緑町２２１４ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

販売 株式会社　木曽市場 長野県木曽郡木曽町福島４０６１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

レジ・カウンター業務係 （株）長野県Ａ・コープ
きそ店

木曽郡木曽町福島塩淵２８７２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

事務／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

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

レストラン及び調理補助 上松観光開発　有限会社 長野県木曽郡上松町大字上松１８８８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

給食センター内で学校給
食の調理員業務

株式会社　オアシス 長野県木曽郡上松町大字小川２１６３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

検査及び軽作業 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）

代替給食調理員 木曽町役場 長野県木曽郡木曽町福島２３２６－６ 公災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

郵便物運送業務 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）

販売店員（コンビニ） デイリーヤマザキ大桑野
尻店

長野県木曽郡大桑村野尻２４６５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

食品製造（揚げ物・惣
菜・すし・弁当等）

株式会社　ゼストクック
木曽店

長野県木曽郡木曽町福島２８７２　（Ａコー
プ木曽店内）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

送迎運転士 株式会社　サンシャイン
ライフ

長野県木曽郡大桑村大字野尻９３１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

調理・調理補助 宿とそば処　ふもと屋 長野県木曽郡木曽町開田高原末川２８１９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

食品製造・陳列（揚げ
物・惣菜・すし・弁当
等）

株式会社　ゼストクック
木曽店

長野県木曽郡木曽町福島２８７２　（Ａコー
プ木曽店内）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし

診療所の窓口業務 医療法人　篠崎医院 長野県木曽郡南木曽町読書３４２８ 雇用・労災・
財形

雇用期間の定めなし

バリ取り作業 有限会社　田立電機 長野県木曽郡南木曽町吾妻中折３９２５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
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