
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
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

220,400円～400,760円

TEL 0264-46-3003（従業員数 38人 ）
正社員 20100- 1035821 就業場所 長野県木曽郡王滝村

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

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～18時00分

282,000円～300,000円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0264-52-2023（従業員数 5人 ）
正社員 20100- 1030621 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)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- 1023621 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- 1029221 就業場所 長野県木曽郡王滝村

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- 1026021 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

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 20020-14303021 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

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 定年を上限

交通誘導警備業務検定２
級

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

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

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

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

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

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

看護師 大脇医院 長野県木曽郡上松町駅前通り１－６４ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 不問

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

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

所在地・就業場所

医薬品管理業務（薬剤
師）

長野県製薬　株式会社 長野県木曽郡王滝村此の島１００－１

℡ ０２６４－２２－２２３３

ハローワーク木曽福島

（木曽福島公共職業安定所）

【木曽地域版】

令和４年８月１８日発行 （８月２日～８月１６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

日給 交替制あり
64歳以下 月額換算 (1)6時00分～15時00分

189,200円～266,600円 (2)12時00分～21時00分

(3)21時00分～6時00分

TEL 026-273-5525（従業員数 4人 ）
正社員 20070- 6265921 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

200,000円～260,000円

TEL 026-224-8708（従業員数 44人 ）
正社員 20010-13098621 就業場所 長野県木曽郡上松町

日給
64歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時00分

200,000円～260,000円

TEL 026-224-8708（従業員数 44人 ）
正社員 20010-13100421 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）
35歳以下 (1)9時25分～19時10分

185,000円～259,000円 (2)9時25分～14時25分

(3)13時10分～19時10分

TEL 0265-28-1580（従業員数 5人 ）
正社員 20050- 5541821 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

243,600円～243,600円 (2)19時00分～4時00分

(3)20時00分～5時00分

TEL 0265-73-2424（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20060- 6456921 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 11050-17259221 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出・給付

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 20020-14305821 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00分

174,000円～230,000円

TEL 0263-58-5451（従業員数 15人 ）
正社員 20020-14727521 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）
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 20020-14580721 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 月額換算 (1)8時30分～17時30分

155,700円～207,600円 (2)17時30分～8時30分

(3)8時30分～8時29分

TEL 0263-35-6225（従業員数 51人 ）
正社員以外 20020-14517221 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

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 20020-14325321 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 20020-14327921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
69歳以下 月額換算 (1)5時00分～14時00分

172,000円～189,200円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0263-86-5560（従業員数 20人 ）
正社員以外 20020-14740721 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 20020-14323521 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時10分

232,200円～232,200円 (2)20時00分～5時10分

TEL 0265-78-9970（従業員数 1人 ）
有期雇用派遣労働者 20060- 6296321 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

224,000円～224,000円

TEL 0265-78-9970（従業員数 1人 ）
有期雇用派遣労働者 20060- 6295421 就業場所 長野県木曽郡上松町

検査業務 有限会社ジェイシステム 長野県上伊那郡南箕輪村８９８５番地－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

自動車部品の製造 有限会社ジェイシステム 長野県上伊那郡南箕輪村８９８５番地－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

生活相談員（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

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）

病院、老健、院内食堂利
用者への給食提供業務

株式会社　メフォス　長
野事業部

長野県松本市村井町南４－２３－１５　第２Ｍ
ＡＴビル２Ｆ

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

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

施設常駐警備員≪急募≫ 株式会社　全日警　松本
営業所

長野県松本市中央３－８－２８
清水ビル３階

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

（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
松本支社

長野県松本市双葉１０ー２２　双葉町ビルＢ棟
３階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

生コン品質管理業務（技
能業務職）

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

交通誘導警備員　　【未
経験者歓迎】

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 定年を上限

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

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）

法令の規定
により年齢
制限がある

携帯電話の販売スタッフ 株式会社　ジョイフル・
テン

長野県飯田市下殿岡５－１７ 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

土木作業員（上松町） みどり産業　株式会社 長野県長野市大字稲葉２４１３－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

地山の掘削及び土止め支
保工作業主任者

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

貯木場作業員（上松町） みどり産業　株式会社 長野県長野市大字稲葉２４１３－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

構内作業員（開田高原・
カウンターリフト）　＜
急募＞

信濃陸送株式会社 長野県千曲市大字雨宮６６３番地５号 雇用・労災・
健康・厚生

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
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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歳以上 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- 6273121 就業場所 長野県木曽郡上松町

月給 交替制あり
不問 (1)5時30分～15時00分

166,000円～220,000円 (2)6時00分～15時30分

(3)10時00分～19時00分

TEL 026-269-6710（従業員数 8人 ）
正社員以外 20010-13629121 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

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

190,000円～210,000円

TEL 0264-36-3585（従業員数 7人 ）
正社員 20100- 1028821 就業場所 長野県木曽郡木祖村

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
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

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- 1039321 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)9時10分～18時10分

192,000円～192,000円

TEL 0265-53-6262（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20050- 5527521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
59歳以下 (1)9時00分～17時00分

130,000円～130,000円

TEL 0238-84-1181（従業員数 37人 ）
正社員 06060- 2441621 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- 1036221 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- 1037521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

880円～1,060円

TEL 0264-23-3388（従業員数 104人 ）
パート労働者 20100- 1031921 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- 1025121 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 23020-48894021 就業場所 長野県木曽郡上松町

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

食品レジ【コミュニティ
社員】

イオンリテール株式会社
イオン木曽福島店

長野県木曽郡木曽町福島５３９８－１ 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

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

家庭薬配置員【長野営業
所】（木曽郡木曽町）

協同薬品工業　株式会社 山形県長井市本町２丁目１０－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

【派】接客（携帯ショッ
プ）

ナビ・スタッフ株式会社 長野県飯田市松尾代田７４６－１　アザールビ
ル１階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

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

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

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

事務業務 株式会社　雅漆工芸 長野県木曽郡木祖村小木曽２６１７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 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ヶ月以上）

不問

（嘱）栄養士（木曽郡上
松町）木曽寮

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・
健康・厚生

栄養士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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）

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)12時45分～17時00分

959円～1,011円

TEL 027-320-4050（従業員数 9人 ）
パート労働者 10090- 3068421 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

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 10人 ）
パート労働者 20100- 1024921 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

その他
64歳以下 (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- 1038421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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 20020-14310121 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

時給
不問 (1)9時00分～17時30分

950円～950円

TEL 0263-25-2345（従業員数 9人 ）
パート労働者 20020-14826121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
69歳以下 (1)10時30分～15時00分

910円～930円 (2)8時30分～14時00分

TEL 0263-86-5560（従業員数 3人 ）
パート労働者 20020-14734221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

940円～940円

TEL 026-233-5602（従業員数 5人 ）
パート労働者 20010-13462821 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- 3069321 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)16時30分～21時00分

900円～900円 (2)6時00分～9時00分

TEL 0264-55-4455（従業員数 15人 ）
パート労働者 20100- 1033021 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
不問 (1)7時00分～10時00分

900円～900円 (2)16時00分～20時00分

(3)9時00分～13時00分

TEL 0264-55-4455（従業員数 15人 ）
パート労働者 20100- 1034721 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
不問

880円～900円

TEL 0264-22-2200（従業員数 5人 ）
パート労働者 20100- 1040121 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

880円～900円

TEL 0264-22-2200（従業員数 5人 ）
パート労働者 20100- 1041021 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

890円～890円

TEL 027-320-4050（従業員数 9人 ）
パート労働者 10090- 3070121 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

時給
不問 (1)9時30分～14時00分

880円～880円

TEL 0264-55-4455（従業員数 15人 ）
パート労働者 20100- 1032121 就業場所 長野県木曽郡大桑村

清掃 あてら荘 長野県木曽郡大桑村野尻９３９－５８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

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

そば店の業務全般補助
（調理・接客・レジ等）
【平日勤務】

株式会社　くるまや本店 長野県木曽郡木曽町福島５３６７－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

そば店の業務全般補助
（調理・接客・レジ等）
【土・日・祝】

株式会社　くるまや本店 長野県木曽郡木曽町福島５３６７－２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

洗い場 あてら荘 長野県木曽郡大桑村野尻９３９－５８ 雇用・労災

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）

あてら荘 長野県木曽郡大桑村野尻９３９－５８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

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

金融事務（木曽町） 長野県信用組合 長野県長野市新田町１１０３番地１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

木曽病院内食堂利用者へ
の食事提供業務《４月新
規オープン》

株式会社　メフォス　長
野事業部

長野県松本市村井町南４－２３－１５　第２Ｍ
ＡＴビル２Ｆ

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

【☆急募！！】一般事務
及びショールーム受付業
務（木曽店）

松本日産自動車　株式会
社

長野県松本市高宮北３番６号 雇用・労災・
健康・厚生

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 定年を上限

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）

定年を上限

レストラン業務・調理補
助　　＊＊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

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
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