
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

44歳以下 (1)8時30分～17時00分

180,000円～280,000円

TEL 0265-48-8145（従業員数 3人 ）
正社員 20050- 8395621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 交替制あり
18歳～64歳 月額換算 (1)8時00分～17時00分

189,200円～266,600円 (2)11時00分～20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- 8801721 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～250,000円

TEL 0264-22-2073（従業員数 21人 ）
正社員 20100- 1428321 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

時給 変形（1年単位）
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

185,680円～185,680円

TEL 0264-22-2484（従業員数 2人 ）
正社員以外 20100- 1426521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

155,000円～160,000円

TEL 0264-22-2221（従業員数 4人 ）
正社員 20100- 1431721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時00分～13時00分

1,100円～1,100円 (2)8時00分～14時00分

(3)8時00分～15時00分

TEL 0264-22-2484（従業員数 2人 ）
パート労働者 20100- 1427421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
44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 6人 ）
パート労働者 20100- 1429621 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)9時15分～16時30分

1,000円～1,000円

TEL 0264-57-3938（従業員数 29人 ）
パート労働者 20100- 1425221 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)10時00分～16時00分

950円～950円

TEL 0264-46-2155（従業員数 9人 ）
パート労働者 20100- 1430021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)10時30分～17時00分

950円～950円

TEL 0264-36-3111（従業員数 19人 ）
パート労働者 20100- 1432821 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給
不問 (1)8時45分～16時30分

910円～910円

TEL 0264-57-3938（従業員数 5人 ）
パート労働者 20100- 1423721 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,000円～220,000円 (2)7時30分～16時30分

TEL 0263-31-0733（従業員数 7人 ）
正社員 20020-21244921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

1,200円～1,200円 (2)11時00分～20時00分

(3)20時00分～8時00分

TEL 0265-78-9970（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣パート 20060- 9188521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

入居者への介護業務《急
募》

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

介護職員初任者研修修了
者

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

就労継続支援Ｂ型事業所
サービス管理責任者

企業組合　労協ながの
中信事業本部

長野県松本市新村下新２９２７－２　新東ビ
ル２－３号室

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

支援員 特定非営理活動法人　な
ぎそ福祉会

長野県木曽郡南木曽町３３４８－９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

事務補助業務 独立行政法人　水資源機
構味噌川ダム管理所

長野県木曽郡木祖村大字小木曽２０５８－２
２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務 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 不問

看護師又は准看護師 特定非営理活動法人　な
ぎそ福祉会

長野県木曽郡南木曽町３３４８－９ 雇用・労災 看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 不問

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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

セールスドライバー 近物レックス株式会社木
曽福島営業所

長野県木曽郡木曽町日義いなり沢４７５７ 雇用・労災 中型自動車免許

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

フォークリフト運転技能
者

歯科助手 あすなろ歯科医院 長野県木曽郡木曽町福島５３９２番地の１３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

２ｔ車・４ｔ車ドライ
バー

近物レックス株式会社木
曽福島営業所

長野県木曽郡木曽町日義いなり沢４７５７ 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

準中型自動車免許

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

フォークリフト運転技能
者

販売事務 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

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

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

所在地・就業場所

ルート営業　【正社員】
【木曽】

あずさ販売株式会社 長野県飯田市大瀬木３９７８－３

℡ 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１１月２４日発行 （１１月１５日～１１月２２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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