
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-  969121 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-  952021 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-  938221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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-  935021 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-  985121 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-  986021 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-  963221 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

255,700円～344,900円

TEL 0264-55-4149 （従業員数 6人 ）
正社員 20100- 1014321 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- 1012521 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-  989221 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-  990621 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- 1021421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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

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

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

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

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

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

山林業務　【就職氷河期
世代歓迎求人】

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

営業【販売企画・販売・
デリバリー】

光和商事株式会社　木曽
営業所

長野県木曽郡大桑村大字殿１－７５ 雇用・労災・
健康・厚生

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

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

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

林業作業員 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

℡ 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８月４日発行 （７月２７日～８月２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。

1



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-  987721 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-  974321 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-  994721 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- 1008921 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-  964521 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-  966321 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

182,200円～294,300円

TEL 0264-36-2001 （従業員数 139人 ）
正社員以外 20100- 1015621 就業場所 長野県木曽郡木祖村

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-  943121 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-  946821 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-  936721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
35歳～54歳 (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-  937821 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-  944021 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- 1003221 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30分

180,000円～260,000円

TEL 0264-23-2180 （従業員数 10人 ）
正社員 20100-  947221 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-  949421 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 (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-  948521 就業場所 長野県木曽郡上松町

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

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

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

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

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

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

保健師　《産休・育休代
替》

木祖村役場 長野県木曽郡木祖村薮原１１９１－１ 雇用・公災・
健康・厚生

保健師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

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

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

現場作業員【就職氷河期
世代限定求人】

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

雇用期間の定めなし 高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

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

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（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

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

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
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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
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-  992121 就業場所 長野県木曽郡上松町

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-  997521 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- 1000021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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-  993021 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-  980521 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-  981421 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-  942921 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)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 79人 ）
正社員 20100-  978021 就業場所 長野県木曽郡上松町 給付

月給 交替制あり
18歳～59歳 (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 79人 ）
正社員 20100-  979721 就業場所 長野県木曽郡上松町 給付

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-  982321 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- 1011221 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- 1009121 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

163,000円～207,700円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0264-57-2500 （従業員数 280人 ）
正社員 20100-  971221 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

163,000円～207,700円 (2)20時00分～5時00分

TEL 0264-57-2500 （従業員数 280人 ）
正社員 20100-  972521 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）
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-  988821 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)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- 1001721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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

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

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

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

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

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

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

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・
財形

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

工場内の生産設備の自主
保全、メンテナンス

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・
財形

雇用期間の定めなし 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

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

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

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

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

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

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-  965421 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

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-  976921 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

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-  983621 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)8時30分～17時30分

145,000円～200,000円 (2)8時30分～12時30分

(3)8時00分～17時00分

TEL 0264-23-2131 （従業員数 7人 ）
正社員 20100- 1020521 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- 1010821 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30分

150,000円～180,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0264-36-2137 （従業員数 15人 ）
正社員 20100-  940321 就業場所 長野県木曽郡木祖村

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-  950921 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給
59歳以下 (1)8時40分～17時10分

180,000円～180,000円

TEL 0264-36-1050 （従業員数 30人 ）
正社員 20100- 1016921 就業場所 長野県木曽郡木祖村

月給
59歳以下 (1)8時40分～17時10分

180,000円～180,000円

TEL 0264-36-1050 （従業員数 30人 ）
正社員 20100- 1018021 就業場所 長野県木曽郡木祖村

月給
59歳以下 (1)8時40分～17時10分

180,000円～180,000円

TEL 0264-36-1050 （従業員数 30人 ）
正社員 20100- 1019721 就業場所 長野県木曽郡木祖村

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-  934121 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

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-  968921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 月額換算 (1)8時20分～17時20分

169,344円～169,344円

TEL 0264-36-2049 （従業員数 10人 ）
正社員以外 20100- 1007621 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- 1006321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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- 1005421 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-  951121 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

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

医療事務 医療法人　原内科医院 長野県木曽郡木曽町福島５６５２－１ 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

一般事務　★就職氷河期
世代歓迎求人★

マルオカ工業　株式会社 長野県木曽郡木祖村大字薮原２３２－７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

雇用期間の定めなし 定年を上限

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・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

郵便等の集配業務（オー
トバイ）

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

調理員＊＊正社員＊＊
【就職氷河期世代歓迎求
人】

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

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

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
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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）
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-  996221 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-  998421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
59歳以下

900円～1,100円

TEL 0264-36-2137 （従業員数 15人 ）
パート労働者 20100-  941621 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給
不問 (1)10時00分～15時00分

1,000円～1,100円

TEL 0264-44-2019 （従業員数 4人 ）
パート労働者 20100- 1013421 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

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 20020-14052121 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 20020-14056221 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 20020-14058421 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 20020-14059321 就業場所 長野県木曽郡上松町

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 20020-14060121 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

220,000円～220,000円

TEL 0263-58-5451 （従業員数 15人 ）
正社員 20020-13567421 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生・給付

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 20020-13904321 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 20020-13899421 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

日給
60歳以上 月額換算 (1)8時30分～17時00分

172,800円～194,400円 (2)22時00分～5時30分

TEL 0263-88-9240 （従業員数 24人 ）
正社員以外 20020-13649621 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

日給
18歳以上 月額換算 (1)8時30分～17時00分

172,800円～194,400円 (2)22時00分～5時30分

TEL 0263-88-9240 （従業員数 24人 ）
正社員以外 20020-13650021 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

時給 交替制あり
不問 月額換算 (1)8時05分～17時15分

222,480円～222,480円 (2)20時05分～5時15分

TEL 0265-73-2424 （従業員数 6人 ）
有期雇用派遣労働者 20060- 6228421 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

176,250円～176,250円

TEL 026-236-2160 （従業員数 20人 ）
正社員以外 20010-12927721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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

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

一般事務 マルオカ工業　株式会社 長野県木曽郡木祖村大字薮原２３２－７ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

そば屋のホールスタッフ
／サービススタッフ

有限会社　たけみ 長野県木曽郡木曽町開田高原西野４７３９ー２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

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

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

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

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

大型ミキサー車運転手 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

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

交通誘導警備員（中信地
域）（６０歳以上専用求
人）【急募】

チューリップライフ　株
式会社　松本営業所

長野県松本市大字和田４０２０－２５ 雇用・労災・
健康・厚生

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

交通誘導警備員（中信地
域）【急募】

チューリップライフ　株
式会社　松本営業所

長野県松本市大字和田４０２０－２５ 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

製造業 セントラルソーシング
株式会社

長野県伊那市狐島３８３６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

【臨時】牧場内一般作業
（木曽町三岳）

全国農業協同組合連合会
長野県本部

長野県長野市大字南長野北石堂町１１７７－３ 雇用・労災・
健康・厚生

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
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 23020-47967921 就業場所 長野県木曽郡上松町

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 23020-48894021 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-  945721 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時00分

900円～1,000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-  967621 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

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-  975621 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
64歳以下 (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-  995821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
64歳以下 (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-  999321 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- 1002821 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

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- 1004521 就業場所 長野県木曽郡大桑村

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-  970821 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

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 23020-47839121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
64歳以下 (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-  991921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
64歳以下 (1)9時00分～15時00分

880円～900円 (2)9時00分～16時00分

TEL 0264-36-2153 （従業員数 7人 ）
パート労働者 20100-  939521 就業場所 長野県木曽郡木祖村

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-  977121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)5時30分～15時00分

900円～900円 (2)6時30分～11時00分

(3)8時30分～17時00分

TEL 0264-44-2010 （従業員数 7人 ）
パート労働者 20100- 1022321 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- 1017121 就業場所 長野県木曽郡木祖村

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

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

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

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

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 定年を上限

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 定年を上限

ホームヘルパー２級

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

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・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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 定年を上限

画材製造（木製品） 那須野画材工業　株式会
社

長野県木曽郡木祖村藪原１１９９－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

福祉施設での調理 有限会社　やまか 長野県木曽郡木曽町開田高原西野２７４５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

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
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