
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- 1391021 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

300,000円～350,000円

TEL 0264-23-2288（従業員数 20人 ）
正社員以外 20100- 1398621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
不問

250,000円～300,000円

TEL 0264-23-2288（従業員数 20人 ）
正社員以外 20100- 1397321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
59歳以下 (1)9時20分～18時00分

175,000円～269,800円

TEL 0263-58-3246（従業員数 7人 ）
正社員 20020-20238321 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

月給 変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～270,000円

TEL 090-8597-0786（従業員数 3人 ）
正社員 20111- 7037221 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

175,000円～250,000円

TEL 048-767-3521（従業員数 3人 ）
正社員 11050-24947721 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出・給付

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- 1322621 就業場所 長野県木曽郡上松町

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- 1350021 就業場所 長野県木曽郡上松町

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- 1379221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
不問

200,000円～250,000円

TEL 0264-23-2288（従業員数 20人 ）
正社員以外 20100- 1395521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
不問

200,000円～250,000円

TEL 0264-23-2288（従業員数 20人 ）
正社員以外 20100- 1396421 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

195,000円～245,000円

TEL 0264-23-7331（従業員数 16人 ）
正社員 20100- 1393821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

温泉旅館サービススタッ
フ（フロント・接客な
ど）

森のホテル（株式会社
女将塾）

長野県木曽郡木曽町日義４８９８－８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ぬくもりの宿　駒の湯
旅館のサービス係・仲居
（社員）

株式会社　木曽を楽しむ
宿

長野県木曽郡木曽町福島４７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ぬくもりの宿　駒の湯
フロントスタッフ（社
員）

株式会社　木曽を楽しむ
宿

長野県木曽郡木曽町福島４７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

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

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

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

自動車整備（木曽） 長野ダイハツ販売　株式
会社

長野県松本市平田東２－３－１２ 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

グランピング施設・キャ
ンプ場の運営、管理

株式会社タイズ 長野県北佐久郡御代田町大字御代田４１０８－
２３５６
ラフォンテ西軽井沢Ａ２０２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ぬくもりの宿　駒の湯
旅館の副支配人候補（社
員）

株式会社　木曽を楽しむ
宿

長野県木曽郡木曽町福島４７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ぬくもりの宿　駒の湯
旅館の支配人候補（社
員）

株式会社　木曽を楽しむ
宿

長野県木曽郡木曽町福島４７－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

℡ 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１０日発行 （１１月１日～１１月８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 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- 1355421 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- 1358921 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- 1351721 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- 1334021 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- 1335721 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- 1317021 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)9時00分～18時00分

213,300円～235,800円 (2)12時00分～21時00分

(3)7時00分～16時00分

TEL 0264-21-1351（従業員数 32人 ）
正社員 20100- 1368021 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

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 20020-19973521 就業場所 長野県木曽郡上松町

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- 8753621 就業場所 長野県木曽郡上松町

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- 8752321 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

221,760円～221,760円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0573-65-6291（従業員数 85人 ）
有期雇用派遣労働者 21090- 3888621 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

221,760円～221,760円

TEL 0573-65-6291（従業員数 104人 ）
有期雇用派遣労働者 21090- 3899021 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
不問 月額換算 (1)8時00分～17時00分

221,760円～221,760円

TEL 0573-65-6291（従業員数 104人 ）
有期雇用派遣労働者 21090- 3910921 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給
不問 月額換算 (1)8時20分～17時20分

221,184円～221,184円

TEL 0264-36-2049（従業員数 10人 ）
正社員以外 20100- 1363421 就業場所 長野県木曽郡木祖村

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 80人 ）
正社員 20100- 1381921 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 80人 ）
正社員 20100- 1382121 就業場所 長野県木曽郡上松町 給付

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

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

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

製造スタッフ 株式会社ジアス　中津川
営業所

岐阜県中津川市八幡町５－２０ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

製造スタッフ 株式会社ジアス　中津川
営業所

岐阜県中津川市八幡町５－２０ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

製造スタッフ 株式会社ジアス　中津川
営業所

岐阜県中津川市八幡町５－２０ 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

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

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

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

介護職 社会福祉法人　サン・ビ
ジョン　グレイスフル木
曽

長野県木曽郡木曽町福島２７８１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

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

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
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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30分～17時30分

185,000円～205,000円

TEL 0264-52-3117（従業員数 26人 ）
正社員 20100- 1394221 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 20010-18228421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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 20020-20257121 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 20020-20259721 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

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- 1332921 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)6時00分～18時20分

174,528円～174,528円 (2)9時50分～18時50分

(3)6時00分～17時20分

TEL 0264-22-2262（従業員数 63人 ）
正社員以外 20100- 1403921 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

174,528円～174,528円

TEL 0264-22-2262（従業員数 4人 ）
正社員以外 20100- 1404121 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

174,528円～174,528円

TEL 0264-22-2262（従業員数 63人 ）
正社員以外 20100- 1405021 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- 1377721 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)14時00分～20時00分

1,000円～1,200円

TEL 0264-22-2015（従業員数 7人 ）
パート労働者 20100- 1407821 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給 交替制あり
18歳以上 (1)21時00分～7時00分

7,000円～7,000円

TEL 0264-23-2288（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100- 1399921 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

144,690円～152,640円 (2)7時15分～16時00分

(3)8時00分～16時45分

TEL 0263-36-2671（従業員数 27人 ）
正社員 20020-20182321 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～17時00分

1,000円～1,200円 (2)8時00分～14時00分

TEL 090-8597-0786（従業員数 3人 ）
パート労働者 20111- 7036821 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)5時00分～14時00分

912円～1,050円

TEL 052-243-6140（従業員数 6人 ）
パート労働者 23020-68551221 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

912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 23020-68992321 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1)16時50分～20時50分

1,010円～1,010円

TEL 0264-22-2262（従業員数 63人 ）
パート労働者 20100- 1406721 就業場所 長野県木曽郡木曽町

郵便物の集配業務（軽四
輪車）　　【木曽福島郵
便局】

日本郵便株式会社　木曽
福島郵便局

長野県木曽郡木曽町福島６１８３－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

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

［急募］医療事務 株式会社　ニチイ学館
松本支店

長野県松本市深志２－５－２６　松本第一ビル
８Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

グランピング施設・キャ
ンプ場の運営

株式会社タイズ 長野県北佐久郡御代田町大字御代田４１０８－
２３５６
ラフォンテ西軽井沢Ａ２０２

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調理スタッフ 株式会社　岩屋本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６９ 労災 調理師

雇用期間の定めなし 不問

ぬくもりの宿　駒の湯
旅館の宿直スタッフ
（パート）

株式会社　木曽を楽しむ
宿

長野県木曽郡木曽町福島４７－２ 雇用・労災

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

荷物等の集配業務（軽四
輪車）　【木曽福島郵便
局】

日本郵便株式会社　木曽
福島郵便局

長野県木曽郡木曽町福島６１８３－１１ 雇用・労災・
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

郵便物の配送及び内務業
務

日本郵便株式会社　木曽
福島郵便局

長野県木曽郡木曽町福島６１８３－１１ 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）【大桑郵便局】

日本郵便株式会社　木曽
福島郵便局

長野県木曽郡木曽町福島６１８３－１１ 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

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

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

【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

工作機械オペレーター・
プログラマー

株式会社　今泉製作所
木曽工場

長野県木曽郡上松町大字荻原１４４１ 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

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- 1320421 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

910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- 1330321 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～15時00分

910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- 1331621 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

時給 交替制あり
不問

910円～1,000円

TEL 0264-23-2288（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100- 1400421 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)6時30分～10時00分

910円～1,000円 (2)15時00分～20時00分

TEL 0264-23-2288（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100- 1402621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時30分～17時15分

910円～960円

TEL 0263-36-2671（従業員数 27人 ）
パート労働者 20020-20178021 就業場所 長野県木曽郡木曽町

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 20020-20255621 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)7時30分～9時30分

960円～960円 (2)16時00分～21時00分

TEL 0264-22-2015（従業員数 7人 ）
パート労働者 20100- 1408221 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～15時00分

910円～950円

TEL 0264-23-2288（従業員数 20人 ）
パート労働者 20100- 1401321 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

910円～910円

TEL 0264-36-1050（従業員数 30人 ）
パート労働者 20100- 1392721 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給
不問 (1)8時30分～12時00分

910円～910円

TEL 0264-22-2015（従業員数 7人 ）
パート労働者 20100- 1409521 就業場所 長野県木曽郡木曽町

旅館の清掃業務 株式会社　岩屋本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６９ 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 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ぬくもりの宿　駒の湯
清掃スタッフ（パート）

株式会社　木曽を楽しむ
宿

長野県木曽郡木曽町福島４７－２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

【☆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

旅館の仲居業務 株式会社　岩屋本店 長野県木曽郡木曽町福島５１６９ 労災

雇用期間の定めなし 不問

医療事務 株式会社　ニチイ学館
松本支店

長野県松本市深志２－５－２６　松本第一ビル
８Ｆ

労災 医療事務資格

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ぬくもりの宿　駒の湯
フロントスタッフ（パー
ト）

株式会社　木曽を楽しむ
宿

長野県木曽郡木曽町福島４７－２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ぬくもりの宿　駒の湯
旅館のスタッフ（パー
ト）

株式会社　木曽を楽しむ
宿

長野県木曽郡木曽町福島４７－２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

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

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

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

★話を聴くだけでも構いません。

★興味のある方は、この機会に是非ご参加ください。

開催企業 : セントラルソーシング（株）
開催場所 ： ハローワーク木曽福島 １階会議室

日 時 : １１月 １６日（水）１４：００～１５：００

募集職種 ： 製造業務 （金属加工・組立・検査・物流業務 他）

＊有期雇用派遣労働者 ＊就業場所：上松町・大桑村

求人番号：20060-6273121/20060-6456921

20060-8414721/20060-8412121

持 ち 物 ： 筆記用具 面接を希望される方は、できれば履歴書・紹介状をお持ちください。

【申込・お問合せ】ハローワーク木曽福島 ＴＥＬ：０２６４－２２－２２３３

開催企業 : （株）グローバルガード
開催場所 ： ハローワーク木曽福島 １階 会議室

日 時 : １１月 ２４日（木）１０：００～１１：３０

募集職種 ： 交通誘導・駐車場警備員
求人番号：20020-18486921（正社員）/20020-18488021（パート）

持 ち 物 ： 筆記用具 面接を希望される方は、できれば履歴書・紹介状をお持ちください。
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