
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
日給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

192,000円～430,000円

TEL 0264-57-2309（従業員数 17人 ）
正社員 20100-  569721 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

270,000円～400,000円

TEL 0264-52-4700（従業員数 24人 ）
正社員 20100-  553221 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

220,000円～370,000円

TEL 0264-22-4111（従業員数 11人 ）
正社員 20100-  542021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 変形（1年単位）
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

231,000円～368,000円

TEL 0264-23-2311（従業員数 35人 ）
正社員 20100-  539421 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

日給 変形（1年単位）
64歳以下 月額換算 (1)7時45分～17時15分

230,000円～368,000円

TEL 0264-57-2550（従業員数 23人 ）
正社員 20100-  541121 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

日給 変形（1年単位）
44歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

250,800円～364,800円

TEL 0264-55-3315（従業員数 6人 ）
正社員 20100-  578821 就業場所 長野県木曽郡大桑村

日給 変形（1年単位）
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

250,800円～364,800円

TEL 0264-55-3315（従業員数 6人 ）
正社員 20100-  579221 就業場所 長野県木曽郡大桑村

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

300,000円～360,000円

TEL 0264-55-2161（従業員数 18人 ）
正社員 20100-  564321 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時30分～17時00分

200,000円～325,000円

TEL 0264-55-3181（従業員数 17人 ）
正社員 20100-  599921 就業場所 長野県木曽郡大桑村 給付

日給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

168,000円～315,000円

TEL 0264-26-2646（従業員数 42人 ）
正社員 20100-  582121 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

168,000円～315,000円

TEL 0264-26-2646（従業員数 42人 ）
正社員 20100-  583021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

210,000円～315,000円

TEL 0264-23-3596（従業員数 4人 ）
正社員 20100-  605021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

林業現場作業員 有限会社　木建 長野県木曽郡木曽町新開２５１７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

住宅設備、給排水設備工
事電気工事【トライアル
雇用併

有限会社　テヅカ精機 長野県木曽郡木曽町日義２２６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動制御装置設計、製作
施工、操作盤製作、ソフ
ト設計

有限会社　テヅカ精機 長野県木曽郡木曽町日義２２６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型ミキサー車運転 株式会社　吉川工務店
大桑生コン工場

長野県木曽郡大桑村須原１０番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

山林業務 有限会社　今井木材 長野県木曽郡大桑村大字野尻９８１－ハ－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

建設作業員 金子土建　株式会社 長野県木曽郡大桑村大字長野２９９１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

建設作業員 金子土建　株式会社 長野県木曽郡大桑村大字長野２９９１－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

大型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

土木作業員 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 定年を上限

土木作業員・オペレー
ター・運転手

株式会社　大河建設 長野県木曽郡木曽町福島元橋３６８４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場代理人　＊＊見習い
スタート可＊＊

大林工業　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５６９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場代理人 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・
財形

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

２級土木施工管理技士

所在地・就業場所

土木現場業務 有限会社　源次商店 長野県木曽郡南木曽町読書３９６７－８ 車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者
１級土木施工管理技士

℡ 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５月１２日発行 （４月２０日～５月１０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 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

177,200円～307,200円

TEL 0264-26-2306（従業員数 21人 ）
正社員 20100-  580621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
62歳以下 (1)8時00分～17時00分

141,500円～300,000円

TEL 0264-52-3560（従業員数 31人 ）
正社員 20100-  574921 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 交替制あり
64歳以下 (1)7時00分～16時00分

220,000円～300,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
正社員 20100-  587521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

230,000円～300,000円

TEL 0264-26-2131（従業員数 4人 ）
正社員 20100-  620921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

184,000円～299,000円

TEL 0264-57-2304（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  565621 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

日給
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

184,000円～299,000円

TEL 0264-57-2050（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  567121 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

188,500円～292,600円

TEL 0264-22-2703（従業員数 310人 ）
正社員以外 20100-  545221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
45歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

201,450円～286,400円

TEL 0264-22-2344（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  549621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
不問 (1)8時00分～19時00分

230,000円～285,000円 (2)8時00分～16時00分

TEL 0264-24-3108（従業員数 2人 ）
正社員 20100-  533121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,000円～280,000円

TEL 0264-22-4111（従業員数 11人 ）
正社員 20100-  543721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1週間単位非定型的）
不問

200,000円～270,000円

TEL 0264-23-7201（従業員数 5人 ）
正社員 20100-  528221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,000円～270,000円

TEL 0264-22-2073（従業員数 21人 ）
正社員 20100-  547421 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

月給 交替制あり
64歳以下 (1)6時00分～15時00分

230,000円～270,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)13時00分～22時00分

TEL 0264-55-1105（従業員数 59人 ）
正社員 20100-  596421 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時10分

271,900円～271,900円

TEL 0263-50-7380（従業員数 31人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 7929221 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 交替制あり
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時10分

271,900円～271,900円 (2)20時00分～5時10分

TEL 0263-50-7380（従業員数 31人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 7930621 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 交替制あり
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時10分

271,900円～271,900円 (2)20時00分～5時10分

TEL 0263-50-7380（従業員数 31人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 7933021 就業場所 長野県木曽郡上松町

金属プレス生産作業（検
査）　【上松電子】

Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

電子部品組付作業　【上
松電子】

Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

金属部品組付作業　【上
松電子】

Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師 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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 キャリア形
成

調理人 日義観光開発　株式会社 長野県木曽郡木曽町日義４８９８ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 不問

現場作業員 大林工業　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５６９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

雇用期間の定めなし キャリア形
成

歯科衛生士 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

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 不問

建築大工【トライアル雇
用併用求人】

株式会社　森本建設 長野県木曽郡木曽町福島５５２８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

臨床検査技師【産育休代
替】

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・公災・
健康・厚生

臨床検査技師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

土木作業員 株式会社　松山建設 長野県木曽郡南木曽町読書３６８２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

１０ｔダンプ運転 株式会社　松山建材 長野県木曽郡南木曽町読書５０６２－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車免許

車両系建設機械（解体
用）運転技能者雇用期間の定めなし 定年を上限

大型特殊自動車免許

採石・砕石工 信州ユニメント　株式会
社

長野県木曽郡木曽町日義２９９９－３ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

発破技士

看護職 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５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

訪問介護員 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

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

生産管理・技能職（レン
ズ製造）

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

雇用期間の定めなし キャリア形
成
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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 交替制あり
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時10分

271,900円～271,900円 (2)20時00分～5時10分

TEL 0263-50-7380（従業員数 31人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 7934721 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給
18歳以上 月額換算 (1)7時00分～16時00分

194,400円～270,000円 (2)20時00分～5時00分

TEL 059-373-5452（従業員数 25人 ）
正社員以外 24090- 3312321 就業場所 長野県木曽郡南木曽町ほか

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

180,000円～260,000円

TEL 0264-23-2180（従業員数 10人 ）
正社員 20100-  550021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

その他 変形（1ヶ月単位）
21歳～69歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

160,000円～260,000円 (2)8時00分～19時00分

TEL 0264-57-3133（従業員数 21人 ）
正社員 20100-  552821 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)7時50分～17時10分

180,000円～260,000円

TEL 0264-22-2308（従業員数 22人 ）
正社員 20100-  639121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 変形（1年単位）
44歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

170,940円～258,720円

TEL 0264-48-2729（従業員数 13人 ）
正社員 20100-  566921 就業場所 長野県木曽郡王滝村

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

156,312円～257,199円

TEL 0264-25-2237（従業員数 49人 ）
正社員以外 20100-  535721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
44歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

203,712円～257,136円

TEL 0264-26-2236（従業員数 5人 ）
正社員 20100-  601321 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 (1)8時00分～17時00分

210,000円～250,000円

TEL 0264-52-2523（従業員数 9人 ）
正社員 20100-  551721 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

150,000円～250,000円

TEL 0264-44-2053（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  568021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

180,000円～250,000円

TEL 0264-52-2177（従業員数 1人 ）
正社員 20100-  585821 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～18時00分

230,000円～250,000円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0264-57-2016（従業員数 6人 ）
正社員 20100-  626521 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下

195,000円～245,000円

TEL 0264-23-7331（従業員数 16人 ）
正社員 20100-  600421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)16時30分～10時30分

241,500円～241,500円

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
正社員 20100-  590121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)16時30分～10時30分

241,500円～241,500円

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
正社員 20100-  593821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時10分

247,200円～247,200円

TEL 0263-50-7380（従業員数 31人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 7935821 就業場所 長野県木曽郡上松町

事務　【上松電子】 Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職（夜勤専門） 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５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

ホームヘルパー２級

支援員（夜勤専門） 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５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

ホームヘルパー２級

温泉旅館サービススタッ
フ（フロント・接客な
ど）

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

看護師 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

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

林業機械、小型建設機械
の修理及び販売

有限会社　国光工業 長野県木曽郡上松町大字荻原２３３０ー１ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

２級建設機械整備技能士

雇用期間の定めなし 不問

建設土木現場管理及び作
業員

有限会社　畑中建設 長野県木曽郡木曽町開田高原西野４１４８ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者

自動車整備士 有限会社ヤマセ自動車 長野県木曽郡上松町荻原小野２４００－５ 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

機械工・検査・出荷作業 株式会社　第二加藤セン
ターレス工業所　木曽工
場

長野県木曽郡木曽町日義２２２５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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・公災・
健康・厚生

２級建設機械施工技士

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

山林業務 有限会社　島尻木材 長野県木曽郡王滝村２７１６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

作業員（土木・塗装）
【トライアル雇用併用求
人】

株式会社　西峯建設 長野県木曽郡木曽町新開４１１４ー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

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
用）運転技能者
大型特殊自動車免許

タクシー・バス・地域公
共交通　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

普通自動車第二種免許

大型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

中型自動車第二種免許

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

２級建築施工管理技士

二級建築士

雇用期間の定めなし 定年を上限

警備員【中津川市・南木
曽町】

ヒューマン警備　株式会
社

三重県鈴鹿市算所２丁目３番３号
早川ビル２階

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

完成品の集荷作業（検
査）　【上松電子】

Ａ＆Ｉ　株式会社 長野県松本市笹賀６４９２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限
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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

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳～69歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

196,500円～246,500円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-35-9440（従業員数 47人 ）
正社員以外 20020- 8387421 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

175,000円～240,000円

TEL 048-767-3521（従業員数 3人 ）
正社員 11050- 9761021 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出・給付

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

208,000円～240,000円

TEL 0264-21-1855（従業員数 0人 ）
正社員 20100-  586221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
不問 (1)8時30分～17時00分

154,900円～239,600円

TEL 0264-23-1050（従業員数 35人 ）
正社員以外 20100-  575121 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 交替制あり
18歳以上 (1)7時00分～15時45分

154,900円～239,600円 (2)9時30分～18時15分

(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-  576021 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)8時30分～17時15分

182,478円～238,884円

TEL 0264-22-2703（従業員数 310人 ）
正社員以外 20100-  544821 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-  530321 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時10分

166,500円～231,500円 (2)20時00分～5時10分

TEL 0264-52-5700（従業員数 252人 ）
正社員 20100-  532921 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時15分

160,000円～230,000円

TEL 0264-22-2566（従業員数 4人 ）
正社員 20100-  546521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
64歳以下 (1)7時00分～16時30分

170,000円～230,000円 (2)9時30分～19時00分

TEL 0264-52-2138（従業員数 4人 ）
正社員 20100-  640821 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 変形（1年単位）
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 0264-52-5700（従業員数 252人 ）
正社員以外 20100-  531621 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

180,000円～220,000円 (2)14時30分～23時30分

(3)23時30分～8時30分

TEL 0264-44-2341（従業員数 73人 ）
正社員 20100-  602621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

160,000円～220,000円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0264-52-3115（従業員数 81人 ）
正社員以外 20100-  603921 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時30分～18時00分

196,400円～216,400円

TEL 0264-52-2603（従業員数 34人 ）
正社員 20100-  598621 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

215,000円～215,000円

TEL 050-2006-2410（従業員数 6人 ）
正社員 20100-  616821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

167,200円～207,200円

TEL 0264-26-2306（従業員数 21人 ）
正社員 20100-  581921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

レンズ製造・組立・検査
【トライアル雇用併用求
人】

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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ヘアケア・スキンケア商
品の製造【責任者】

株式会社ディアローグ
ＩーＨＯＵＳＥ

長野県木曽郡木曽町安林６２４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

小型・中型ドライバー 東海西濃運輸株式会社上
松営業所

長野県木曽郡上松町荻原２３７１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

マシンオペレーター（組
立・検査）

西野機械工業　株式会社 長野県木曽郡上松町大字荻原字中島１５５１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

製麺係《就職氷河期世代
歓迎求人》

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・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

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番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

ガソリンスタンドサービ
ススタッフ

株式会社　進藤邦夫商店 長野県木曽郡上松町駅前通り１－２９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車整備工 有限会社　春日自動車 長野県木曽郡木曽町福島６２１１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

三級自動車整備士

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

生産スタッフ【就職氷河
期世代歓迎求人】

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

技術スタッフ【就職氷河
期世代歓迎求人】

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

看護師・准看護師・助産
師

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

看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

助産師

介護支援員【会計年度任
用職員】

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

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
法令の規定
により年齢
制限がある

訪問介護員（施設内）
【会計年度任用職員】

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

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

施設ケアマネージャー 有限会社　ホットスマイ
ル介護サービス

長野県木曽郡木曽町新開４２５９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし 不問

セールスエンジニア／
サービスエンジニア（木
曽）

株式会社　関東甲信クボ
タ

埼玉県さいたま市桜区西堀５－２－３６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

三級自動車整備士

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし キャリア形
成

交通誘導警備員（有資格
者）〈急募〉

有限会社　サービス長野 長野県松本市中条２－１５
メゾン・ド・ロワール２０１

雇用・労災・
健康・厚生

施設警備業務検定２級

雑踏警備業務検定２級

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

交通誘導警備業務検定２
級
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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 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時00分～16時00分

179,000円～206,200円 (2)10時30分～19時30分

(3)11時30分～20時30分

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
正社員 20100-  594221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
18歳～35歳 (1)8時00分～17時00分

160,100円～204,800円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0264-57-2500（従業員数 280人 ）
正社員 20100-  570521 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

160,100円～204,800円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0264-57-2500（従業員数 280人 ）
正社員 20100-  571421 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 拠出・給付

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

158,600円～203,300円

TEL 0264-57-2500（従業員数 280人 ）
正社員 20100-  572321 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 拠出・給付

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時30分～15時10分

160,200円～200,000円 (2)13時00分～21時40分

TEL 0264-52-2245（従業員数 10人 ）
正社員 20100-  577721 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～200,000円 (2)12時00分～21時00分

TEL 0264-57-3009（従業員数 6人 ）
正社員 20100-  615721 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)7時00分～10時00分

170,000円～200,000円 (2)15時30分～21時00分

TEL 0264-22-2145（従業員数 10人 ）
正社員 20100-  631721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
18歳以上 (1)8時30分～17時15分

151,000円～197,700円 (2)7時00分～15時45分

(3)10時00分～18時45分

TEL 0573-75-4458（従業員数 45人 ）
正社員以外 20100-  621121 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給
40歳以下 (1)8時00分～19時00分

170,000円～195,000円 (2)8時00分～16時00分

TEL 0264-24-3108（従業員数 2人 ）
正社員 20100-  534021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)6時00分～15時00分

167,200円～193,600円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0264-46-2500（従業員数 40人 ）
正社員以外 20100-   20520 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)7時00分～16時00分

167,200円～193,600円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0264-46-2500（従業員数 40人 ）
正社員以外 20100-   21820 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)6時30分～20時00分

185,000円～185,000円

TEL 0264-22-2010（従業員数 20人 ）
正社員 20100-  607821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～180,000円

TEL 0264-27-1011（従業員数 2人 ）
正社員 20100-  623721 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 (1)8時00分～18時00分

160,000円～180,000円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0264-57-2016（従業員数 6人 ）
正社員 20100-  627421 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 交替制あり
21歳～69歳 (1)8時00分～17時00分

154,800円～180,000円

TEL 0264-57-3133（従業員数 21人 ）
正社員 20100-  628321 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～180,000円 (2)10時30分～19時30分

TEL 0264-24-2278（従業員数 20人 ）
正社員 20100-  633221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

配達【ルートレンタル
サービス】

株式会社　ハートリンク 長野県木曽郡木曽町新開２０１７－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

普通自動車第二種免許

大型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 定年を上限

木曽おもちゃ美術館ス
タッフ

特定非営利活動法人　ふ
るさと交流木曽

長野県木曽郡木曽町新開６９５９ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

保健師

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師

調理担当《街道浪漫おん
宿蔦屋》

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

フロント・受付【季節】 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）

不問

レストランスタッフ【季
節】

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）

不問

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 キャリア形
成

介護職員【施設採用職
員】

松塩筑木曽老人福祉施設
組合　特別養護老人ホー
ム　木曽あすなろ荘

長野県木曽郡南木曽町田立１５０－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
法令の規定
により年齢
制限がある

接客係 有限会社　津田（山みず
季　ＵＲＡＲＡ　つた
や）

長野県木曽郡木曽町福島２０１２－４
『山みず季　ＵＲＡＲＡ　つたや』

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

接客（日本語スタッフ・
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

実用英語技能検定２級

ＴＯＥＩＣ（６００点
～）雇用期間の定めなし キャリア形

成

レストラン及びホテル業
務全般

上松観光開発　有限会社 長野県木曽郡上松町大字上松１８８８番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 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

自動車用ばね加工（端面
研磨）

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

介護職【トライアル雇用
併用求人】（介護保険事
業所）

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５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

ホームヘルパー２級
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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 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)7時00分～18時50分

166,800円～178,800円 (2)6時25分～16時10分

(3)7時00分～16時45分

TEL 0264-22-2215（従業員数 11人 ）
正社員以外 20100-  540921 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
18歳以上 月額換算 (1)16時00分～7時00分

158,400円～176,000円

TEL 0264-46-2500（従業員数 40人 ）
正社員以外 20100-   17120 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)7時00分～16時00分

158,400円～176,000円 (2)7時30分～16時30分

TEL 0264-46-2500（従業員数 40人 ）
正社員以外 20100-   18420 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)7時00分～21時00分

175,000円～175,000円

TEL 0264-22-2010（従業員数 20人 ）
正社員 20100-  606721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

169,344円～169,344円

TEL 0264-36-2049（従業員数 10人 ）
正社員以外 20100-  597321 就業場所 長野県木曽郡木祖村

月給 交替制あり
64歳以下 (1)6時00分～15時00分

165,000円～167,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0264-21-3131（従業員数 30人 ）
正社員 20100-  617221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

164,800円～164,800円

TEL 0264-22-2128（従業員数 3人 ）
正社員以外 20100-  638921 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給
不問 月額換算 (1)8時10分～16時40分

159,000円～159,000円 (2)8時00分～16時30分

TEL 0264-22-3000（従業員数 19人 ）
正社員以外 20100-  608221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)7時00分～16時00分

158,400円～158,400円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0264-46-2500（従業員数 40人 ）
正社員以外 20100-   19720 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
61歳以下 (1)6時00分～15時00分

155,000円～155,000円

TEL 0264-55-4455（従業員数 17人 ）
正社員 20100-  527821 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
不問 月額換算 (1)8時00分～16時00分

138,600円～154,000円

TEL 0264-46-2500（従業員数 40人 ）
正社員以外 20100-   22020 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 交替制あり
69歳以下

6,000円～6,000円

TEL 0264-57-3133（従業員数 21人 ）
パート労働者 20100-  629621 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)16時30分～10時30分

1,400円～1,400円

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
パート労働者 20100-  589321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)16時30分～10時30分

1,400円～1,400円

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
パート労働者 20100-  591021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時30分～15時00分

1,300円～1,400円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0264-24-2278（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100-  635421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時30分～15時00分

1,300円～1,400円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0264-24-2278（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100-  636321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

清掃業務（平日のみ勤
務）

株式会社　ハートリンク 長野県木曽郡木曽町新開２０１７－５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

清掃業務（土日祝日のみ
勤務）

株式会社　ハートリンク 長野県木曽郡木曽町新開２０１７－５ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職（夜勤専門） 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５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

ホームヘルパー２級

支援員（夜勤専門） 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５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

ホームヘルパー２級

マイクロバス送迎運転手 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 労災 大型自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

客室清掃係【季節】 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）

不問

サービススタッフ（配
膳）兼清掃業務

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 定年を上限

マスター室業務【季節】 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）

不問

学校給食調理員　　　＊
木曽町内小・中学校いず
れか＊

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ヶ月以上）

不問

フォークリフトオペレー
ター

木曽農業協同組合 長野県木曽郡木曽町福島２８００ 雇用・労災 フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

調理員【正社員】 特定非営利活動法人　の
ぞみの里

長野県木曽郡木曽町福島５５６９ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

郵便等の集配業務 日本郵便株式会社　薮原
郵便局

長野県木曽郡木祖村薮原１１９１－３２ 雇用・労災・
健康・厚生

自動二輪車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

接客サービス 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

コース管理【季節】 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）

不問

当直業務【季節】 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）

法令の規定
により年齢
制限がある

バス運転士（定期バス）
契約社員【南木曽】

おんたけ交通　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島２８０１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

大型自動車第二種免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問
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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 交替制あり
不問 (1)7時30分～15時30分

968円～1,180円 (2)8時30分～16時30分

TEL 0264-55-3080（従業員数 18人 ）
パート労働者 20100-  536821 就業場所 長野県木曽郡大桑村

その他 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)16時00分～9時00分

1,142円～1,142円

TEL 0264-52-1235（従業員数 45人 ）
パート労働者 20100-  560821 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

1,000円～1,100円

TEL 0264-57-2023（従業員数 5人 ）
パート労働者 20100-  632821 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
59歳以下 (1)9時30分～16時30分

1,080円～1,080円

TEL 0264-27-1011（従業員数 2人 ）
パート労働者 20100-  624821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳～69歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

167,700円～236,500円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-35-9440（従業員数 47人 ）
正社員以外 20020- 8389621 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

165,300円～207,800円 (2)9時00分～17時30分

(3)9時45分～18時15分

TEL 0263-53-5000（従業員数 36人 ）
正社員以外 20020- 7614421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～15時30分

151,000円～197,700円 (2)9時00分～17時30分

(3)10時00分～18時30分

TEL 0263-53-5000（従業員数 41人 ）
正社員以外 20020- 7734821 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～15時30分

151,000円～197,700円 (2)9時00分～17時30分

(3)10時00分～18時30分

TEL 0263-53-5000（従業員数 52人 ）
正社員以外 20020- 7996521 就業場所 長野県木曽郡木祖村

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～15時30分

151,000円～197,700円 (2)9時00分～17時30分

(3)10時00分～18時30分

TEL 0263-53-5000（従業員数 39人 ）
正社員以外 20020- 8000721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～17時30分

146,100円～170,400円

TEL 0263-53-5000（従業員数 55人 ）
正社員以外 20020- 7990921 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)9時00分～8時59分

226,000円～226,000円 (2)9時00分～20時00分

(3)20時00分～9時00分

TEL 026-227-8588（従業員数 30人 ）
正社員以外 20010- 7746221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)13時00分～17時00分

910円～1,050円 (2)17時00分～22時00分

TEL 055-243-1550（従業員数 12人 ）
パート労働者 19010- 8313721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

1,050円～1,050円

TEL 0264-36-3311（従業員数 25人 ）
パート労働者 20100-  538521 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給
不問 (1)5時00分～13時00分

880円～1,050円 (2)13時00分～20時00分

(3)17時00分～20時00分

TEL 052-243-6140（従業員数 6人 ）
パート労働者 23020-27472821 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1)5時00分～14時00分

900円～1,050円

TEL 052-243-6140（従業員数 6人 ）
パート労働者 23020-28223521 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

1,000円～1,000円

TEL 0264-55-3002（従業員数 5人 ）
パート労働者 20100-  548321 就業場所 長野県木曽郡大桑村

清酒のビン詰め作業・補
助

西尾酒造　株式会社 長野県木曽郡大桑村大字須原８９３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

調理パート（請）／木曽
郡上松町

日本ゼネラルフード　株
式会社

愛知県名古屋市中区千代田五丁目７－５　
パークヒルズ千代田９Ｆ

労災 調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調理補助（請）／木曽郡
上松町

日本ゼネラルフード　株
式会社

愛知県名古屋市中区千代田五丁目７－５　
パークヒルズ千代田９Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

オンラインショップ運営 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

荷出し・販売［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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

（特）セキュリティス
タッフ（木曽・南木曽地
区限定）

セコム上信越　株式会社

長野統轄支社

長野県長野市若里６丁目５番２２号　１階 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

生活相談員（会計年度任
用職員）【木曽あすなろ
荘】

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・
健康・厚生・
財形

社会福祉士

精神保健福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

介護職員（施設採用職
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・
健康・厚生・
財形

介護職員初任者研修修了
者

介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

社会福祉士

介護職員（施設採用職
員）【サニーヒルきそ】

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・
健康・厚生・
財形

介護職員初任者研修修了
者

介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

社会福祉士

介護職員（施設採用職
員）【木曽あすなろ荘】

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・
健康・厚生・
財形

介護職員初任者研修修了
者

介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

社会福祉士

看護職員（施設採用職
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・
健康・厚生・
財形

看護師

准看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

交通誘導警備員 有限会社　サービス長野 長野県松本市中条２－１５
メゾン・ド・ロワール２０１

雇用・労災・
健康・厚生

原動機付自転車免許

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

木曽おもちゃ美術館ス
タッフ（６時間／日パー
トタイム）

特定非営利活動法人　ふ
るさと交流木曽

長野県木曽郡木曽町新開６９５９ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

保健師

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師

木製品製造 進興工芸 長野県木曽郡南木曽町読書４２３８－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護職員（上松・夜勤専
門）

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

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
法令の規定
により年齢
制限がある

介護福祉士

保育士 大桑村役場 長野県木曽郡大桑村長野８８０－１ 雇用・公災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
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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 (1)7時00分～16時00分

880円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

(3)11時30分～20時30分

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
パート労働者 20100-  588421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)7時00分～16時00分

880円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

(3)11時30分～20時30分

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
パート労働者 20100-  592721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
18歳以上 (1)6時00分～15時00分

890円～1,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)13時00分～22時00分

TEL 0264-55-1105（従業員数 18人 ）
パート労働者 20100-  595521 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

1,000円～1,000円

TEL 0264-22-2171（従業員数 8人 ）
パート労働者 20100-  612921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時45分～16時00分

900円～1,000円 (2)9時30分～14時30分

(3)17時00分～20時30分

TEL 0264-57-3009（従業員数 6人 ）
パート労働者 20100-  614021 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)10時00分～14時00分

1,000円～1,000円

TEL 0264-42-1120（従業員数 0人 ）
パート労働者 20100-  619421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
18歳以上 (1)6時30分～15時30分

890円～1,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)10時30分～19時30分

TEL 0264-55-1105（従業員数 38人 ）
パート労働者 20100-  622021 就業場所 長野県木曽郡大桑村

その他
不問 (1)8時30分～15時00分

880円～1,000円 (2)13時00分～19時30分

TEL 0264-24-2278（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100-  634521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)9時20分～15時20分

980円～980円

TEL 0264-22-2262（従業員数 9人 ）
パート労働者 20100-  630021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
59歳以下

910円～950円

TEL 0264-57-2500（従業員数 280人 ）
パート労働者 20100-  573621 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
18歳～69歳 (1)8時00分～17時00分

975円～975円

TEL 0263-35-9440（従業員数 47人 ）
パート労働者 20020- 8390021 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

時給
不問 (1)8時00分～16時00分

950円～950円 (2)9時00分～17時00分

TEL 052-243-6140（従業員数 1人 ）
パート労働者 23020-28146121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

910円～930円

TEL 0264-26-2646（従業員数 42人 ）
パート労働者 20100-  584721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)12時45分～17時00分

925円～925円

TEL 027-320-4050（従業員数 9人 ）
パート労働者 10090- 1752021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時00分～16時00分

920円～920円

TEL 0263-50-4224（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣パート 20020- 7697521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時45分～13時00分

900円～900円

TEL 027-320-4050（従業員数 9人 ）
パート労働者 10090- 1753721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

レジ・品出し担当（長野
県・コメリ木曽店）アル
バイト

株式会社コメリ　関東ス
トアサポートセンター

群馬県高崎市吉井町岩崎２２７９－２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

病院内清掃（紹介予定派
遣）

株式会社　バリュークリ
エーション

長野県松本市沢村３丁目１－６
小林ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

売場担当・レジ（長野
県・コメリ木曽店）パー
ト

株式会社コメリ　関東ス
トアサポートセンター

群馬県高崎市吉井町岩崎２２７９－２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

組立・検査 有限会社　テヅカ精機 長野県木曽郡木曽町日義　２２６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

調理パート（請）／木曽
郡木曽町

日本ゼネラルフード　株
式会社

愛知県名古屋市中区千代田五丁目７－５　
パークヒルズ千代田９Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

交通誘導警備員 有限会社　サービス長野 長野県松本市中条２－１５
メゾン・ド・ロワール２０１

雇用・労災 原動機付自転車免許

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

選別作業【パート】 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

郵便物の集配業務及び運
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ヶ月未満）

不問

配達【ルートレンタル
サービス】

株式会社　ハートリンク 長野県木曽郡木曽町新開２０１７－５ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護職員【大桑】 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 介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
法令の規定
により年齢
制限がある

ホームヘルパー２級

清掃員 ｃｏｔｔａｇｅ　ＡＭＡ
ＧＯＹＡ

長野県木曽郡木曽町開田高原末川４１２２－６ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

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 不問

事務及び店番業務【代替
求人】

株式会社　田中屋 長野県木曽郡木曽町福島５０９７－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

介護職員【神戸の杜】 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 介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
法令の規定
により年齢
制限がある

ホームヘルパー２級

介護職（夜勤なし） 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５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 不問

ホームヘルパー２級

支援員（夜勤なし） 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５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 不問

ホームヘルパー２級
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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

900円～900円

TEL 0264-23-7201（従業員数 5人 ）
パート労働者 20100-  529521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時50分～16時00分

900円～900円

TEL 0264-22-2372（従業員数 4人 ）
パート労働者 20100-  610321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時00分

900円～900円 (2)10時00分～19時00分

(3)9時00分～15時00分

TEL 0264-42-3311（従業員数 0人 ）
パート労働者 20100-  611621 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

時給
不問 (1)8時45分～13時00分

890円～890円

TEL 027-320-4050（従業員数 9人 ）
パート労働者 10090- 1754821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時40分～17時10分

880円～880円

TEL 0264-36-1050（従業員数 30人 ）
パート労働者 20100-  526721 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給
不問

880円～880円

TEL 090-6644-9992（従業員数 2人 ）
パート労働者 20100-  537221 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

880円～880円

TEL 0264-36-1050（従業員数 30人 ）
パート労働者 20100-  637621 就業場所 長野県木曽郡木祖村

食堂・調理スタッフ【道
の駅　木曽川源流の里き
そむら】

株式会社　源 長野県木曽郡木祖村大字薮原１６３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

花苗・野菜苗の生産作業 有限会社　角田ナーセ
リー

長野県木曽郡木祖村大字菅３００１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

レストラン業務・調理補
助・清掃業務　　　＊＊
急募＊＊

木曽カントリー　株式会
社

長野県木曽郡木曽町開田高原末川３０７７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

店舗・販売スタッフ【道
の駅　木曽川源流の里き
そむら】

株式会社　源 長野県木曽郡木祖村大字薮原１６３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

品出し担当（長野県・コ
メリ木曽店）アルバイト

株式会社コメリ　関東ス
トアサポートセンター

群馬県高崎市吉井町岩崎２２７９－２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

販売・菓子製造補助 宝来屋　櫻井　六左ヱ門 長野県木曽郡木曽町福島５０６７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

調理補助 日義観光開発　株式会社 長野県木曽郡木曽町日義４８９８ 雇用・労災 調理師

雇用期間の定めなし 不問

お仕事探しは

ハローワークで！
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。

求職申込（求職登録）

相談窓口で職業相談

応募したい求人が決まったら

紹介状を発行します。

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）

受付へご用件をお話しください

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。

☆☆ハローワークご利用の流れ☆☆

現在、新型コロナウイルス感

染症対策として、入室時の検

温にご協力いただいておりま

す。
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