
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

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

189,200円～350,000円

TEL 0264-24-3027（従業員数 6人 ）
正社員 20100- 1421121 就業場所 長野県木曽郡木曽町 給付

日給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

210,000円～336,000円

TEL 0264-23-3596（従業員数 4人 ）
正社員 20100- 1422021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
35歳以下 (1)9時00分～17時30分

170,000円～290,000円

TEL 0264-58-2330（従業員数 1人 ）
正社員 20100- 1418521 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)5時00分～22時00分

168,000円～280,000円

TEL 050-3665-9236（従業員数 67人 ）
正社員 13010-14089122 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 拠出

月給 交替制あり
18歳～59歳

168,000円～280,000円

TEL 050-3665-9236（従業員数 102人 ）
正社員 13010-14092522 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 拠出

月給 交替制あり
18歳～59歳

168,000円～280,000円

TEL 050-3665-9236（従業員数 67人 ）
正社員 13010-14093622 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 拠出

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

168,000円～280,000円 (2)9時00分～18時00分

TEL 050-3665-9236（従業員数 102人 ）
正社員 13010-14094022 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 拠出

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

240,000円～260,000円

TEL 03-5615-3165（従業員数 7人 ）
正社員 13110-21128821 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

196,500円～246,500円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-35-9440（従業員数 42人 ）
正社員以外 20020-20840821 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

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

172,000円～236,500円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-35-9440（従業員数 42人 ）
正社員以外 20020-20842521 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

時給
18歳～69歳 (1)8時00分～17時00分

1,000円～1,000円

TEL 0263-35-9440（従業員数 42人 ）
パート労働者 20020-20858821 就業場所 長野県松本市

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～230,000円

TEL 0264-55-2085（従業員数 6人 ）
正社員 20100- 1410321 就業場所 長野県木曽郡大桑村

木工製品製造 大桑木材生産協同組合 長野県木曽郡大桑村大字野尻３６－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

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

工場作業・採掘作業／長
野県／木曽郡木曽町

ベストン　株式会社 東京都荒川区西日暮里５－２－１９　リレント
第２西日暮里７階

雇用・労災・
健康・厚生

その他の採鉱・採掘関係
資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

客室清掃スタッフ／長野
県木曾郡／大江戸温泉物
語

大江戸温泉物語ホテルズ
＆リゾーツ株式会社

東京都中央区銀座７丁目１６番２１号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホテルのレストランス
タッフ／長野県木曾郡／
未経験者歓迎

大江戸温泉物語ホテルズ
＆リゾーツ株式会社

東京都中央区銀座７丁目１６番２１号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホテルのフロントスタッ
フ／長野県木曾郡／未経
験歓迎

大江戸温泉物語ホテルズ
＆リゾーツ株式会社

東京都中央区銀座７丁目１６番２１号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

レストラン調理スタッフ
／長野県木曾郡／未経験
者歓迎

大江戸温泉物語ホテルズ
＆リゾーツ株式会社

東京都中央区銀座７丁目１６番２１号 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

木製品の販売・荷造り
（店舗スタッフ）／南木
曽町

有限会社　野原工芸 長野県木曽郡南木曽町吾妻４６８９番地６４４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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・
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

所在地・就業場所

土木施工管理技術者 北陽建設株式会社　木曽
営業所

長野県木曽郡木曽町福島２８２２－１

℡ 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１１月１７日発行 （１１月８日～１１月１５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
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- 1414021 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- 1416821 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- 1417221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

1,000円～1,050円

TEL 0264-55-3002（従業員数 5人 ）
パート労働者 20100- 1419421 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

910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- 1415721 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～16時00分

940円～940円 (2)8時30分～16時30分

TEL 0264-23-3271（従業員数 50人 ）
パート労働者 20100- 1413121 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～16時00分

910円～910円 (2)7時00分～12時30分

(3)16時30分～19時30分

TEL 0264-23-3271（従業員数 50人 ）
パート労働者 20100- 1411621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)7時30分～12時30分

910円～910円 (2)8時00分～16時00分

TEL 0264-23-3271（従業員数 50人 ）
パート労働者 20100- 1412921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
64歳以下 (1)8時30分～16時30分

910円～910円

TEL 0264-52-4714（従業員数 12人 ）
パート労働者 20100- 1420921 就業場所 長野県木曽郡上松町

その他
44歳以下 月額換算 (1)8時30分～17時30分

195,000円～220,000円

TEL 0266-22-5531（従業員数 7人 ）
正社員 20141- 4312021 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

時給
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

144,000円～144,000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 ）
有期雇用派遣労働者 20060- 9119721 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

営業技術職【正社員／木
曽】

岡谷酸素　株式会社 長野県岡谷市幸町６番６号 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

水耕の野菜栽培及び包装
作業

木曽建設産業　株式会社 長野県木曽郡上松町大字荻原１０３９番地１ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

食品陳列作業（日配部
門）≪パートナー社員≫

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

食品・日用品陳列作業
（グロッサリー部門）≪
パートナー社

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

食品陳列作業（精肉）≪
パートナー社員≫

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

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

清酒のビン詰め作業・補
助【急募！期間限定求
人】

西尾酒造　株式会社 長野県木曽郡大桑村大字須原８９３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

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

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

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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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
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