
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

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

240,000円～440,000円

TEL 0265-22-9585（従業員数 4人 ）
正社員 20050-  453831 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～350,000円 (2)13時00分～22時00分

TEL 055-243-1550（従業員数 12人 ）
正社員 19010- 1001031 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～344,000円

TEL 0264-23-7331（従業員数 16人 ）
正社員 20100-   95831 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

175,000円～330,000円 (2)11時00分～20時00分

(3)13時00分～22時00分

TEL 055-243-1550（従業員数 7人 ）
正社員 19010- 1018031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1週間単位非定型的）
59歳以下 (1)7時00分～21時00分

250,000円～300,000円

TEL 0264-58-2288（従業員数 10人 ）
正社員 20100-  101231 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

日給
40歳以下 月額換算 (1)8時00分～17時30分

204,000円～288,000円 (2)8時00分～17時00分

TEL 0264-23-7677（従業員数 4人 ）
正社員 20100-   97531 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30分

180,000円～250,000円

TEL 0264-23-2433（従業員数 10人 ）
正社員 20100-   90331 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
21歳～64歳 (1)8時30分～16時30分

200,000円～250,000円 (2)8時00分～1時00分

(3)8時30分～8時29分

TEL 0264-22-3666（従業員数 13人 ）
正社員 20100-   94031 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

240,000円～256,000円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0263-88-2091（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20020- 1018731 就業場所 長野県木曽郡大桑村

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

175,000円～247,000円 (2)13時00分～22時00分

TEL 055-243-1550（従業員数 7人 ）
正社員 19010- 1006731 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-   96231 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時45分～18時00分

191,000円～241,000円 (2)10時45分～20時00分

(3)12時00分～21時15分

TEL 025-371-4115（従業員数2,319人 ）
正社員 15070-  425931 就業場所 長野県木曽郡大桑村 拠出

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

所在地・就業場所

土木工事に係る施工管
理・積算等の発注者支援
業務（木曽町）

技建開発　株式会社 長野県飯田市北方１３１３－２

販売（要管理栄養士資
格）［木曽福島店］

株式会社　クスリのサン
ロード

山梨県甲府市後屋町４５２ 雇用・労災・
健康・厚生

管理栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

和食料理人・料理人見習
い

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

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

販売／医薬品登録販売者
（取得予定者も可）［木
曽福島店］

株式会社　クスリのサン
ロード

山梨県甲府市後屋町４５２ 雇用・労災・
健康・厚生

登録販売者（一般医薬
品）

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理師　≪急募≫ 床浪観光開発株式会社
ホテル富貴の森

長野県木曽郡南木曽町吾妻４６４４－７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築大工【見習い可】 株式会社　正澤建設 長野県木曽郡木曽町新開３８１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

ＣＡＤオペレーター 株式会社　奥原調査設計 長野県木曽郡木曽町新開２６６２－１ 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（養成）
【トライアル雇用併用求
人】

木曽交通　株式会社 長野県木曽郡木曽町福島５８１１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車部品の製造・組立 株式会社　サン・スタッ
フ松本

長野県松本市蟻ケ崎２丁目６番２号　ＫＰビ
ル１Ｆ

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

販売［木曽福島店］ 株式会社　クスリのサン
ロード

山梨県甲府市後屋町４５２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

販売・店舗運営職（リー
ジョナル社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 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

℡ 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５年１月１９日発行 （１月１０日～１月１７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
44歳以下 (1)8時30分～17時30分

175,000円～235,000円

TEL 0264-44-2118（従業員数 6人 ）
正社員 20100-   92931 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～220,000円

TEL 0264-52-3115（従業員数 79人 ）
正社員 20100-   84931 就業場所 長野県木曽郡上松町 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

204,250円～225,750円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
正社員 20020- 1011931 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

172,000円～215,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
正社員 20020-  977431 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

172,000円～215,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
正社員 20020-  981031 就業場所 長野県木曽郡木祖村

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～215,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
正社員 20020-  991531 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

216,864円～224,896円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0265-73-2424（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20060-  562231 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

216,864円～216,864円

TEL 0265-73-2424（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20060-  563531 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 交替制あり
18歳以上 月額換算 (1)8時00分～17時00分

216,000円～216,000円 (2)19時00分～4時00分

TEL 0265-78-9970（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20060-  564431 就業場所 長野県木曽郡大桑村

日給
59歳以下 月額換算 (1)7時30分～16時30分

155,000円～215,000円

TEL 0573-26-1175（従業員数 33人 ）
正社員 21050-  102131 就業場所 長野県木曽郡大桑村ほか

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～15時15分

165,300円～213,900円 (2)9時00分～17時45分

(3)10時00分～18時45分

TEL 0263-53-5000（従業員数 598人 ）
正社員 20020- 1065531 就業場所 長野県木曽郡上松町ほか

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

160,890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- 1112431 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

月給
61歳以下 (1)5時00分～22時00分

201,500円～201,500円

TEL 052-951-7300（従業員数 5人 ）
正社員 23020- 4174531 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)8時00分～17時00分

975円～1,250円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0263-51-0789（従業員数 65人 ）
パート労働者 20020-  889231 就業場所 長野県木曽郡上松町ほか

時給
不問 (1)9時30分～14時30分

950円～1,150円

TEL 0264-24-0133（従業員数 1人 ）
パート労働者 20100-   99731 就業場所 長野県木曽郡木曽町

日給
不問 (1)8時30分～17時15分

8,598円～8,598円

TEL 0264-25-2237（従業員数 48人 ）
パート労働者 20100-   91631 就業場所 長野県木曽郡木曽町 厚生

総務・経理 一般財団法人　開田高原
保健休養地管理センター

長野県木曽郡木曽町開田高原西野６３２１－
８０３

雇用・労災・
健康・厚生

日商簿記３級

簿記能力検定（全経３
級）雇用期間の定めなし キャリア形

成

品質管理部門 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 定年を上限

交通誘導警備員・駐車場
警備員【交通誘導２級資
格者】

株式会社　グローバル
ガード

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

交通誘導警備業務検定２
級

雇用期間の定めなし 定年を上限

交通誘導・駐車場警備員
（上松町、南木曽町、木
曽町）

株式会社　グローバル
ガード

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 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・駐車場警備員
（木祖村、王滝村、大桑
村）

株式会社　グローバル
ガード

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 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（上松
町、木曽町、木祖村）

株式会社　グローバル
ガード

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造 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

物流業務 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

ターボチャージャーの組
立業務

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）

法令の規定
により年齢
制限がある

クレーンオペレーター
（恵那、木曽、加茂、飯
田）

株式会社　エナ重機 岐阜県恵那市大井町舟山１１２０－９４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

移動式クレーン運転士

看護職員（令和５年４月
採用予定）

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 公災・厚生・
財形・その他

看護師

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

保養所管理人（夫婦住
込）（請）／長野県木曽
郡

株式会社あなぶき社宅
サービス　中部支店

愛知県名古屋市中区錦３丁目５番３０号
三晃錦ビル５Ｆ

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・駐車場警備員
（上松町、木曽町、木祖
村）

株式会社　グローバル
ガード

長野県塩尻市大字広丘野村１６３２－１０ 労災

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

接客業・調理補助【金・
土・日・祝日】

阿羅屋 長野県木曽郡木曽町日義２１４３－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

道路維持事務員（作業
員）【会計年度任用職
員】

長野県木曽建設事務所 長野県木曽郡木曽町福島２７５７－１　木曽
合同庁舎内

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)9時00分～13時00分

910円～1,050円 (2)18時00分～22時00分

TEL 055-243-1550（従業員数 12人 ）
パート労働者 19010-  996231 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～12時00分

980円～980円 (2)8時00分～16時30分

(3)13時00分～16時30分

TEL 0263-98-2711（従業員数 10人 ）
パート労働者 20020-  780031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
64歳以下

920円～920円

TEL 0264-57-2035（従業員数 13人 ）
パート労働者 20100-   93131 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

荷出し・販売［木曽福島
店］

株式会社　クスリのサン
ロード

山梨県甲府市後屋町４５２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

病院内清掃業務・洗濯業
務（木曽）

ワタキューセイモア　株
式会社　長野営業所

長野県東筑摩郡山形村下本郷４０８８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

木製おけ製造工 有限会社　協栄木材 長野県木曽郡南木曽町読書３４１７番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

相談窓口で職業相談

就職に関する様々なご相談に応じますので、お気軽にご利用ください。

お仕事探しは

ハローワークで！

求職申込（求職登録）

応募したい求人が決まったら

紹介状を発行します。

自宅で応募書類（履歴書、職務

経歴書など）を作成する。

（面接時に持参する場合と、先に

郵送する場合があります。）

受付へご用件をお話しください

パソコンを使って求人を検索
（ハローワークインターネットサービス）

＊求人をご覧になりたい方は、会社名、仕事の条件（職種、勤務地、勤務時間など）について

お知らせいただければ、求人票または求人一覧表をお渡しします。

＊職員と相談したい方は、相談窓口へご案内します。

＊パソコン検索したい方は、席へご案内します。（パソコン利用申込書にご記入いただきます。）

☆☆ハローワークご利用の流れ☆☆

検索後、窓口で相談したい方は、

受付へ声をかけてください。

新型コロナウイルス感染症対策として、

入室時の検温と、マスク着用にご協力を

お願いしています。

ハローワークに求職登録して

マイページを開設しませんか！

詳しくは、ハローワークまで

お問合せください。
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