
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年単位）

59歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

295,300円～456,800円

TEL 0264-55-2005（従業員数 37人 ）
正社員 20100-  673821 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)8時00分～17時00分

250,000円～450,000円

TEL 0264-55-2005（従業員数 37人 ）
正社員 20100-  672721 就業場所 長野県木曽郡大桑村

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

276,000円～414,000円

TEL 0264-55-2030（従業員数 4人 ）
正社員 20100-  731421 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（1年単位）
60歳以上 (1)8時00分～17時00分

300,000円～400,000円

TEL 0264-57-2077（従業員数 28人 ）
正社員以外 20100-  670121 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

300,000円～400,000円

TEL 0264-57-2077（従業員数 28人 ）
正社員 20100-  671021 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

285,000円～385,000円

TEL 0264-23-3633（従業員数 7人 ）
正社員 20100-  713221 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

220,000円～368,000円

TEL 0264-23-2311（従業員数 35人 ）
正社員 20100-  660621 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

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-  661921 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

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-  662121 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時30分

201,250円～367,000円

TEL 0264-22-2023（従業員数 10人 ）
正社員 20100-  674221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 フレックス
不問

220,900円～362,000円

TEL 0264-48-2111（従業員数 31人 ）
正社員以外 20100-  754221 就業場所 長野県木曽郡王滝村

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

267,000円～393,400円

TEL 0265-81-6060（従業員数 1人 ）
正社員 20060- 4436321 就業場所 長野県木曽郡木曽町 給付

建築施工管理（木曽営業
所）

株式会社ヤマウラ 長野県駒ヶ根市北町２２－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

１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

その他の建築工事関係資
格

調理業務 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番地２５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

調理師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

和洋菓子製造工 株式会社　御菓子司　田
ぐち

長野県木曽郡木曽町福島５２８３ 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

現場監督 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

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員　　《就職氷
河期世代歓迎求人》

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

薬剤師 木曽保険薬局事業協同組
合

長野県木曽郡木曽町福島６４６０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

薬剤師

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

２級土木施工管理技士

１級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

１級土木施工管理技士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

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

技能者（作業員）【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

土木工事作業員 有限会社　竹腰工業 長野県木曽郡大桑村大字野尻１７８４ 雇用・労災・
健康・厚生

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 不問

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

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

℡ 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６月９日発行 （６月１日～６月７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)7時30分～17時00分

200,000円～350,000円

TEL 0573-66-1171（従業員数 17人 ）
正社員 21090- 1892721 就業場所 長野県木曽郡大桑村ほか 給付

月給
59歳以下 (1)7時30分～17時00分

200,000円～350,000円

TEL 0573-66-1171（従業員数 15人 ）
正社員 21090- 1893821 就業場所 長野県木曽郡大桑村 給付

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

290,800円～339,800円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0264-52-1211（従業員数 26人 ）
正社員 20100-  752721 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 月額換算 (1)8時00分～16時30分

223,400円～328,400円

TEL 0264-52-2409（従業員数 14人 ）
正社員 20100-  665821 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

270,800円～323,300円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分

TEL 0264-52-1211（従業員数 26人 ）
正社員 20100-  751021 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～320,000円

TEL 0264-52-2110（従業員数 12人 ）
正社員 20100-  703721 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
40歳以下 (1)7時00分～16時00分

200,000円～320,000円

TEL 0264-52-1020（従業員数 5人 ）
正社員 20100-  753821 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時00分

250,000円～300,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0264-23-7309（従業員数 15人 ）
正社員以外 20100-   25920 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時30分

220,000円～300,000円

TEL 0264-23-2002（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  699821 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

176,000円～300,000円

TEL 0264-52-2833（従業員数 15人 ）
正社員 20100-  705221 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～17時30分

250,000円～300,000円

TEL 0264-52-2385（従業員数 10人 ）
正社員 20100-  718921 就業場所 長野県木曽郡上松町

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-  694621 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

250,000円～280,000円

TEL 0264-22-2116（従業員数 22人 ）
正社員 20100-  678621 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～16時30分

201,250円～276,500円 (2)10時00分～18時30分

TEL 0264-22-2023（従業員数 10人 ）
正社員 20100-  675521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時00分～17時00分

195,000円～270,000円

TEL 0264-22-2073（従業員数 21人 ）
正社員 20100-  682221 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時00分～17時00分

195,000円～270,000円

TEL 0264-22-2073（従業員数 21人 ）
正社員 20100-  683521 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

酒造スタッフ 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

詰口作業　漬物・食品製
造

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

販売員（菓子販売） 株式会社　御菓子司　田
ぐち

長野県木曽郡木曽町福島５２８３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

建設現場作業員 株式会社　加藤組 長野県木曽郡木曽町福島１７６４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

重機オペレーター 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

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

ガス設備等の保守点検ス
タッフ／社宅完備／Ｉ・
Ｕターン歓迎

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

高圧ガス販売主任者（第
２種）

液化石油ガス設備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

甲種消防設備士

乙種消防設備士

雇用期間の定めなし 不問

第一種電気工事士

大工見習い 株式会社　村上工務店 長野県木曽郡木曽町日義４８００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

調理担当 株式会社　木曽駒高原長
嶋

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）

不問

林業 ひのき精香　株式会社 長野県木曽郡上松町駅前通り２－８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

土木施工管理（現場代理
人）

木曽協和産業　株式会社 長野県木曽郡上松町大字上松３６７－１ 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

特別養護老人ホーム【看
護職】（准看護師資格
者）

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル上
松

長野県木曽郡上松町上松１８８一１ 雇用・労災・
健康・厚生

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型・中型トラック運転
手

上松陸送　株式会社 長野県木曽郡上松町旭町７番地 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

フォークリフト運転技能
者雇用期間の定めなし 定年を上限

中型自動車免許

特別養護老人ホームの夜
勤なし【看護職】（看護
師資格者）

社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル上
松

長野県木曽郡上松町上松１８８一１ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

生コン技能職（品質管
理）

株式会社　吉川工務店 岐阜県中津川市小川町２－８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

生コン車運転手 株式会社　吉川工務店 岐阜県中津川市小川町２－８ 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
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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）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～260,000円

TEL 0264-23-2136（従業員数 71人 ）
正社員 20100-  687921 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

160,000円～260,000円

TEL 0264-23-2136（従業員数 71人 ）
正社員 20100-  688121 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

160,000円～260,000円

TEL 0264-23-2136（従業員数 71人 ）
正社員 20100-  689021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)16時00分～23時15分

188,000円～260,000円 (2)23時00分～8時00分

TEL 0264-23-2136（従業員数 71人 ）
正社員 20100-  690221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
40歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時30分

215,000円～258,000円

TEL 0264-52-2587（従業員数 25人 ）
正社員 20100-  706521 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

175,000円～253,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0264-52-2298（従業員数 30人 ）
正社員以外 20100-  734921 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 変形（1年単位）
44歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時05分

152,880円～250,000円

TEL 0264-57-2568（従業員数 13人 ）
正社員 20100-  663021 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 交替制あり
不問 (1)6時00分～14時30分

150,500円～240,100円 (2)9時00分～17時30分

(3)13時30分～22時00分

TEL 0264-48-2111（従業員数 31人 ）
正社員以外 20100-  755521 就業場所 長野県木曽郡王滝村

月給 交替制あり
不問 (1)6時00分～14時30分

150,500円～240,100円 (2)9時00分～17時30分

(3)13時30分～22時00分

TEL 0264-48-2111（従業員数 31人 ）
正社員以外 20100-  756421 就業場所 長野県木曽郡王滝村

日給 変形（1年単位）
35歳以下 月額換算 (1)8時30分～18時00分

192,000円～240,000円

TEL 0264-22-4308（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  702021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時30分

160,000円～230,000円

TEL 0264-58-2011（従業員数 22人 ）
正社員 20100-  664721 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30分～17時20分

160,000円～230,000円

TEL 0264-52-2113（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  681821 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 交替制あり
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

180,000円～230,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時30分～19時30分

TEL 0264-52-1235（従業員数 45人 ）
正社員 20100-  719121 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～223,000円

TEL 0264-24-3700（従業員数 28人 ）
正社員 20100-  757321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

170,000円～220,000円

TEL 0264-55-3002（従業員数 5人 ）
正社員 20100-  684421 就業場所 長野県木曽郡大桑村 厚生

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

TEL 0264-44-2341（従業員数 73人 ）
正社員 20100-  709621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

麺　包装工【正社員】
《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

清酒製造補助 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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

製造スタッフ募集☆モノ
づくり、機械いじりが好
きな方歓迎！

株式会社　木曽駒ミクロ 長野県木曽郡木曽町新開１７８３ 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

介護職員（上松）【介護
福祉士】

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・
財形

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

自動車整備 株式会社　共立自動車整
備工場

長野県木曽郡上松町本町通り１－２７ 雇用・労災・
健康・厚生

二級自動車整備士

三級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

木材加工 志水木材産業　株式会社 長野県木曽郡南木曽町吾妻４６１０ 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

建築大工・現場管理 有限会社　尾崎建築 長野県木曽郡木曽町日義３４６９ 雇用・労災・
厚生・その他

雇用期間の定めなし キャリア形
成

食堂・喫茶・売店担当 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番地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）

不問

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番地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）

不問

卓球ラケット製造・管理 株式会社　吉田木工所 長野県木曽郡南木曽町読書４０７２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

生活支援員【上松荘】 社会福祉法人　木曽社会
福祉事業協会

長野県木曽郡上松町大字荻原１４６０ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

保育士

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

し尿収集・浄化槽清掃、
運搬　浄化槽保守点検

有限会社　環境サービス 長野県木曽郡上松町大字小川２４１９－イ－７
２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

切粉処理・運搬・製品検
査・機械保全　（夜勤専
従）

木曽精機　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５８０ 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

生産管理業務全般【トラ
イアル雇用併用求人】

木曽精機　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５８０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ＮＣ旋盤オペレーター 木曽精機　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５８０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

検査員 木曽精機　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５８０ 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

月給 交替制あり
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

170,000円～220,000円 (2)15時00分～23時00分

(3)0時00分～8時00分

TEL 0264-55-3511（従業員数 69人 ）
正社員 20100-  737721 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時00分

198,000円～210,000円

TEL 0264-22-2436（従業員数 35人 ）
正社員 20100-  701121 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30分

188,000円～210,000円

TEL 0264-52-2385（従業員数 10人 ）
正社員 20100-  717621 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

208,000円～208,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0264-42-3311（従業員数 0人 ）
正社員 20100-  698721 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～17時45分

165,000円～207,800円

TEL 0264-46-3335（従業員数 45人 ）
正社員以外 20100-  739221 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45分

165,000円～207,800円

TEL 0264-46-3335（従業員数 45人 ）
正社員以外 20100-  740621 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45分

165,000円～207,800円

TEL 0573-75-4458（従業員数 45人 ）
正社員以外 20100-  743021 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～17時45分

165,000円～207,800円

TEL 0264-36-3820（従業員数 37人 ）
正社員以外 20100-  745821 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給 変形（1年単位）
59歳以下 月額換算 (1)7時45分～17時15分

172,500円～207,000円

TEL 0264-52-4087（従業員数 12人 ）
正社員 20100-  697021 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)8時00分～17時00分

179,000円～206,200円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0264-44-1470（従業員数 42人 ）
正社員 20100-  721221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
18歳～40歳 (1)8時30分～17時30分

155,000円～205,000円 (2)14時00分～23時00分

(3)22時00分～7時00分

TEL 0264-57-3811（従業員数 22人 ）
正社員 20100-  735121 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 厚生

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-  746221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～200,000円

TEL 0264-57-2532（従業員数 38人 ）
正社員 20100-  685321 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 交替制あり
59歳以下 月額換算 (1)7時00分～21時00分

160,000円～200,000円

TEL 0264-58-2288（従業員数 10人 ）
正社員 20100-  710021 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)6時30分～15時30分

172,000円～200,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)13時15分～22時15分

TEL 0264-55-1105（従業員数 18人 ）
正社員 20100-  724321 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1年単位）
18歳～64歳 (1)6時30分～15時30分

172,000円～200,000円 (2)8時30分～17時30分

(3)13時15分～22時15分

TEL 0264-55-1105（従業員数 59人 ）
正社員 20100-  726921 就業場所 長野県木曽郡大桑村

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・
健康・厚生・
財形

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

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

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

接客スタッフ 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 定年を上限

一般事務 株式会社　勝野木材 長野県木曽郡南木曽町読書１７５０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形・その他

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

コンビニスタッフ〈副店
長〉

セブンイレブン南木曽町
店

長野県木曽郡南木曽町読書３６７１－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

栄養士兼支援員補助（障
害者支援施設）トライア
ル雇用併用

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５２２７－１
００

雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務・経理 有限会社　町野産業 長野県木曽郡上松町大字荻原２４００ 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（会計年度任用
１種・２種）

松塩筑木曽老人福祉施設
組合　
特別養護老人ホーム　サ
ニーヒルきそ

長野県木曽郡木祖村大字薮原８４２－２ 雇用・公災・
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

看護師（会計年度任用
１種・２種）

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・公災・
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

機能訓練指導員 松塩筑木曽老人福祉施設
組合　
特別養護老人ホーム　な
んてんの里

長野県木曽郡木曽町三岳１００３９ 雇用・公災・
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

看護師（会計年度任用
１種・２種）

松塩筑木曽老人福祉施設
組合　
特別養護老人ホーム　な
んてんの里

長野県木曽郡木曽町三岳１００３９ 雇用・公災・
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

ホテルフロント事務 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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ガス設備等の保守点検ス
タッフ／社宅完備／未経
験ＯＫ

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

高圧ガス販売主任者（第
２種）

雇用期間の定めなし 定年を上限

タクシー・バスの運行管
理業務

おんたけタクシー　株式
会社

長野県木曽郡木曽町福島６１６８－７ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車第二種免許

運行管理者（旅客）

雇用期間の定めなし 定年を上限

整備管理者

ＮＣ旋盤オペレーター 協和工業　株式会社　大
桑事業所

長野県木曽郡大桑村殿字中尾平３５－３５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～17時45分

150,600円～182,200円

TEL 0573-75-4458（従業員数 45人 ）
正社員以外 20100-  742121 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

147,288円～170,748円

TEL 0264-22-2703（従業員数 310人 ）
正社員以外 20100-  666221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 月額換算 (1)7時50分～16時50分

169,344円～169,344円

TEL 0264-57-2049（従業員数 9人 ）
正社員以外 20100-  722521 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

158,400円～167,200円

TEL 0264-42-3311（従業員数 32人 ）
正社員以外 20100-   24220 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 4人 ）
正社員以外 20100-  763521 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)16時00分～23時15分

162,666円～162,666円 (2)23時00分～8時00分

TEL 0264-23-2136（従業員数 71人 ）
正社員以外 20100-  693321 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

154,880円～158,400円 (2)10時00分～18時00分

TEL 0264-42-3311（従業員数 32人 ）
正社員以外 20100-   23320 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

152,000円～152,000円

TEL 0264-26-2306（従業員数 21人 ）
正社員以外 20100-  712821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

146,166円～146,166円

TEL 0264-25-2237（従業員数 48人 ）
正社員以外 20100-  764421 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

145,024円～145,024円

TEL 0264-22-2128（従業員数 3人 ）
正社員以外 20100-  762221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

144,400円～144,400円

TEL 0264-23-2136（従業員数 71人 ）
正社員以外 20100-  691521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～14時00分

2,377円～2,600円 (2)11時00分～18時00分

TEL 0264-52-3560（従業員数 31人 ）
パート労働者 20100-  708321 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問

2,000円～2,500円

TEL 0264-23-3633（従業員数 7人 ）
パート労働者 20100-  714521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

1,200円～1,800円

TEL 0264-52-3560（従業員数 31人 ）
パート労働者 20100-  716321 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問

1,562円～1,562円

TEL 0264-23-2796（従業員数 3人 ）
パート労働者 20100-  704821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

1,500円～1,500円

TEL 0264-46-3335（従業員数 45人 ）
パート労働者 20100-  741921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

看護師（臨時職員） 松塩筑木曽老人福祉施設
組合　
特別養護老人ホーム　な
んてんの里

長野県木曽郡木曽町三岳１００３９ 労災 看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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 浄化槽管理士

雇用期間の定めなし 不問

運転（送迎）業務 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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

薬剤師 木曽保険薬局事業協同組
合

長野県木曽郡木曽町福島６４６０－３ 雇用・労災・
健康・厚生

薬剤師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

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）
不問

ＮＣ旋盤オペレーター
【有期実習型訓練】

木曽精機　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５８０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ガソリンスタンドスタッ
フ《急募》

木曽農業協同組合 長野県木曽郡木曽町福島２８００ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

道路維持事務員（作業
員）

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

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

食堂部　配膳係 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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

切粉処理・運搬・製品検
査・機械保全【有期実習
型訓練】夜勤

木曽精機　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５８０ 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

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

フロント事務 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・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

郵便等の集配業務（オー
トバイ）

日本郵便株式会社　南木
曽郵便局

長野県木曽郡南木曽町読書３６４０－６ 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

看護補助員・介護補助員 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

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

ホームヘルパー２級

生活相談員 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・公災・
健康・厚生・
財形

社会福祉士

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

5



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

1,500円～1,500円

TEL 0573-75-4458（従業員数 45人 ）
パート労働者 20100-  744721 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

1,000円～1,400円 (2)9時00分～13時00分

(3)10時00分～14時00分

TEL 0264-26-2232（従業員数 14人 ）
パート労働者 20100-  747521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時00分～12時00分

1,000円～1,200円 (2)8時00分～13時00分

(3)8時00分～14時00分

TEL 0264-26-2232（従業員数 14人 ）
パート労働者 20100-  748421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～12時00分

1,000円～1,100円 (2)13時00分～17時00分

TEL 0264-24-0771（従業員数 14人 ）
パート労働者 20100-  736021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

1,000円～1,050円

TEL 0264-22-2023（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  676421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

1,000円～1,050円

TEL 0264-22-2023（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  677321 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00分

214,000円～314,000円

TEL 0263-58-5451（従業員数 15人 ）
正社員 20020- 9739821 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

月給 交替制あり
40歳以下 (1)9時00分～17時15分

156,900円～284,500円 (2)12時00分～19時30分

(3)10時45分～19時00分

TEL 0263-58-5451（従業員数 11人 ）
正社員 20020-10089721 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生・給付

月給
64歳以下 (1)8時45分～17時30分

182,550円～280,400円

TEL 0263-25-3522（従業員数 8人 ）
正社員 20020-10363521 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

時給 交替制あり
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

276,080円～276,080円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0263-50-7380（従業員数 1人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9786921 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
18歳～64歳 月額換算 (1)19時00分～4時00分

276,080円～276,080円

TEL 0263-50-7380（従業員数 1人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9787121 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

267,960円～267,960円

TEL 0263-50-7380（従業員数 1人 ）
無期雇用派遣労働者 20020- 9780821 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15分

206,000円～250,000円

TEL 0263-35-0421（従業員数 8人 ）
正社員 20020-10322521 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00分

242,400円～242,400円

TEL 0263-88-2091（従業員数 70人 ）
有期雇用派遣労働者 20020-10051621 就業場所 長野県木曽郡上松町 厚生

時給
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時10分

226,800円～226,800円 (2)20時00分～5時10分

TEL 0263-51-5553（従業員数 280人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 9993321 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

167,000円～207,000円

TEL 0263-87-0152（従業員数 14人 ）
正社員 20020-10208221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

一般事務 パークス甲信越　株式会
社

長野県松本市大字今井６７２９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

電子部品の組立・検査 株式会社　パワーネッ
ト・フィールド

長野県塩尻市大字広丘野村１６５６－１ 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

電子部品の加工、検査 株式会社　サン・スタッ
フ松本

長野県松本市蟻ケ崎２丁目６番２号　ＫＰビル
１Ｆ

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

訪問看護（木曽町） 公益社団法人　長野県看
護協会

長野県松本市旭２－１１－３４ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車部品の検査 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 不問

自動車部品の検査　【西
野機械工業】

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

自動機オペレーター（自
動車部品の加工）【西野
機械工業】

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

自動車整備　　【木曽分
工場】

名鉄自動車整備　株式会
社　松本支店

長野県松本市野溝木工１－１０－２５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

日用雑貨店の販売・仕入 昭和産業　株式会社 長野県松本市平田東１－２０－１９ 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

生コン品質管理業務 昭和産業　株式会社 長野県松本市平田東１－２０－１９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

販売員（菓子販売）※期
間雇用※

株式会社　御菓子司　田
ぐち

長野県木曽郡木曽町福島５２８３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

朴葉巻包み作業　（包み
手）

株式会社　御菓子司　田
ぐち

長野県木曽郡木曽町福島５２８３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

介護職員（訪問介護・訪
問入浴）

特定非営利活動法人　介
護屋つむぎ

長野県木曽郡木曽町日義３７８１－１ 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）
不問

ホームヘルパー２級

【急募】明治牛乳の宅配
健康飲料の配達（火・
木・土）

株式会社マルエー　木曽
営業所

長野県木曽郡木曽町日義１８２５－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

宅配商品の宣伝スタッフ
（株）マルエー

株式会社マルエー　木曽
営業所

長野県木曽郡木曽町日義１８２５－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

看護師（臨時職員） 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 労災 看護師

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

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

161,250円～191,350円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3627（従業員数 22人 ）
正社員以外 20020- 9941221 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか 給付

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

900円～1,200円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-87-3627（従業員数 22人 ）
パート労働者 20020- 9949721 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

150,000円～230,000円

TEL 0265-22-3215（従業員数 5人 ）
正社員 20050- 3764721 就業場所 長野県木曽郡大桑村

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- 9553721 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- 9672121 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時30分

183,920円～183,920円

TEL 026-213-6118（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20010- 9314521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
18歳以上

1,500円～1,500円

TEL 0266-79-4111（従業員数 1人 ）
パート労働者 20140- 3658821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)6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 4人 ）
パート労働者 23020-34474421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)5時00分～13時00分

950円～1,050円

TEL 052-243-6140（従業員数 7人 ）
パート労働者 23020-34746721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～15時30分

880円～1,000円 (2)15時30分～19時30分

TEL 026-269-6710（従業員数 8人 ）
パート労働者 20010- 8954721 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給
不問 (1)5時30分～12時30分

880円～1,000円 (2)13時30分～19時30分

TEL 026-269-6710（従業員数 8人 ）
パート労働者 20010- 8955821 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給
不問 (1)7時30分～10時30分

1,000円～1,000円 (2)17時30分～20時30分

TEL 0264-22-2145（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  695921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～10時00分

880円～1,000円 (2)18時00分～21時00分

TEL 0264-22-2145（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  696121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)11時50分～16時50分

980円～980円

TEL 0264-57-2049（従業員数 9人 ）
パート労働者 20100-  723421 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)8時00分～16時00分

900円～950円

TEL 0264-52-2980（従業員数 7人 ）
パート労働者 20100-  729721 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問

930円～930円

TEL 0264-52-5700（従業員数 252人 ）
パート労働者 20100-  715421 就業場所 長野県木曽郡上松町

構内軽作業 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）

不問

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 不問

郵便等の運送業務（軽四
輪車）

日本郵便株式会社　南木
曽郵便局

長野県木曽郡南木曽町読書３６４０－６ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

食器洗浄係 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』

労災

雇用期間の定めなし 不問

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』

労災

雇用期間の定めなし 不問

調理補助（木祖村）サ
ニーヒルきそ

日清医療食品株式会社
中部支店

長野県長野市栗田源田窪１０００－１　長栄長
野東口ビル７階

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調理補助（木祖村）サ
ニーヒルきそ

日清医療食品株式会社
中部支店

長野県長野市栗田源田窪１０００－１　長栄長
野東口ビル７階

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

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
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

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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ー１ 労災

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

車輌レンタル会社での一
般事務＜紹介予定派遣＞
（木曽町）

株式会社　グレート長野 長野県長野市高田４１３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

臨床工学技士（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

臨床工学技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

理学療法士（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

理学療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

交通誘導警備≪急募≫ 株式会社　全日警サービ
ス長野　松本営業所

長野県松本市野溝西１－１１－８
鵬ビル１階

労災 交通誘導警備業務検定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（松本・塩
尻・木曽）　【未経験者
歓迎】

株式会社　全日警サービ
ス長野　松本営業所

長野県松本市野溝西１－１１－８
鵬ビル１階

雇用・労災・
健康・厚生

交通誘導警備業務検定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
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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)6時00分～12時00分

894円～917円 (2)8時30分～14時30分

(3)15時30分～19時00分

TEL 0264-21-3131（従業員数 30人 ）
パート労働者 20100-  730521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
59歳以下

905円～905円

TEL 0264-55-3511（従業員数 69人 ）
パート労働者 20100-  738821 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 交替制あり
不問 (1)7時00分～11時00分

900円～900円 (2)17時00分～21時00分

TEL 0264-52-2245（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  711721 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～16時00分

900円～900円 (2)12時00分～20時00分

TEL 0264-23-3271（従業員数 50人 ）
パート労働者 20100-  749321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～15時30分

900円～900円 (2)10時30分～17時30分

TEL 0264-23-3644（従業員数 14人 ）
パート労働者 20100-  759921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)8時30分～15時30分

900円～900円 (2)10時30分～17時30分

TEL 0264-23-3644（従業員数 14人 ）
パート労働者 20100-  760721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

880円～880円

TEL 0264-23-2136（従業員数 71人 ）
パート労働者 20100-  692421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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-  733621 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給
不問

877円～877円

TEL 0264-57-2035（従業員数 13人 ）
パート労働者 20100-  667521 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)12時00分～17時30分

877円～877円

TEL 0264-23-2002（従業員数 8人 ）
パート労働者 20100-  700921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

レストラン接客・調理業
務【土・日・祝日勤務】

株式会社　村上工務店 長野県木曽郡木曽町日義４８００－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

木製おけ製造工 有限会社　協栄木材 長野県木曽郡南木曽町読書３４１７番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

食材加工・製造スタッフ
【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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

検査員（補助） 木曽精機　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島１５８０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

食堂スタッフ（調理補
助）

株式会社　日義特産 長野県木曽郡木曽町日義４７３０－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

レジ販売≪急募≫ 株式会社　日義特産 長野県木曽郡木曽町日義４７３０－３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

レジ・カウンター業務係 株式会社　長野県Ａ・
コープ　きそ店

長野県木曽郡木曽町福島２８７２ 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番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

製品梱包・選別・検査 協和工業　株式会社　大
桑事業所

長野県木曽郡大桑村殿字中尾平３５－３５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理員 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

雇用期間の定めなし 不問

ハローワーク木曽福島

☎ ０２６４-２２-２２３３

※ハローワークインターネットサービスで『求職者マイページ』を開設できます！

詳しくはハローワークまでお問合せください。

https://www.hellowork.go.jp/

パソコンやスマートフォンで求人検索してみませんか。
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