
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）

60歳以上 (1)8時00分～17時00分

300,000円～400,000円

TEL 0264-57-2077（従業員数 28人 ）
正社員以外 20100-  390631 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

300,000円～400,000円

TEL 0264-57-2077（従業員数 28人 ）
正社員 20100-  391931 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

227,000円～377,000円

TEL 050-3665-9236（従業員数 83人 ）
正社員 13010-29356231 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 拠出

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

220,000円～370,000円

TEL 0436-37-2807（従業員数 1人 ）
正社員 20100-  402431 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

220,000円～300,000円

TEL 0436-37-2807（従業員数 1人 ）
正社員 20100-  404331 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～300,000円

TEL 0265-22-2780（従業員数 3人 ）
正社員 20050- 2165031 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

216,000円～280,000円

TEL 050-3665-9236（従業員数 67人 ）
正社員 13010-29346031 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

216,000円～280,000円

TEL 050-3665-9236（従業員数 102人 ）
正社員 13010-29357531 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

216,000円～280,000円

TEL 050-3665-9236（従業員数 67人 ）
正社員 13010-29360931 就業場所 長野県木曽郡南木曽町 拠出

月給
59歳以下 (1)9時20分～18時00分

170,000円～264,800円

TEL 0263-58-3246（従業員数 7人 ）
正社員 20020- 5261731 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

258,519円～258,519円

TEL 026-235-7160（従業員数1,519人 ）
正社員 20010- 4448031 就業場所 長野県木曽郡木曽町ほか

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

151,634円～257,199円

TEL 0264-25-2231（従業員数 34人 ）
正社員以外 20100-  413631 就業場所 長野県木曽郡木曽町

所在地・就業場所

１級土木施工管理技士
（木曽）

株式会社　名工土木 長野県木曽郡南木曽町読書３６６９－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

１級土木施工管理技士

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

土木技術者（木曽） 株式会社　名工土木 長野県木曽郡南木曽町読書３６６９－１３ 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

ホテルの施設管理スタッ
フ／長野県木曽郡／マ
ネージャー候補

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

土木設計・施工 日本水力株式会社　長野
営業所

長野県木曽郡木曽町福島１２５０番地７ 雇用・労災・
健康・厚生

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

測量士

ＣＡＤオペレーター（土
木設計）

日本水力株式会社　長野
営業所

長野県木曽郡木曽町福島１２５０番地７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業【正社員】 木下建設株式会社 長野県飯田市松尾町１－２２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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／長野県木曽郡／
経験者優遇

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／長野県木曽郡／経験
者優遇

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

ホテルのバイキング調理
スタッフ／長野県木曽郡
／経験者優遇

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

調理師

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

二級ガソリン自動車整備
士雇用期間の定めなし 定年を上限

二級ジーゼル自動車整備
士

薬剤師（須坂市、駒ヶ根
市、阿南町、木曽町、安
曇野市）

地方独立行政法人長野県
立病院機構

長野県長野市大字南長野字幅下６９２－２　長
野県庁４階

雇用・公災・
健康・厚生・
財形

薬剤師

雇用期間の定めなし 定年を上限

行政事務 長野県木曽保健福祉事務
所

長野県木曽郡木曽町福島２７５７－１（長野県
木曽合同庁舎内）

公災・健康・
厚生・財形・
その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

℡ 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３月１６日発行 （３月７日～３月１４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）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

181,580円～253,300円

TEL 0264-21-2133（従業員数 31人 ）
正社員 20100-  400231 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

190,000円～250,000円

TEL 0264-22-2171（従業員数 8人 ）
正社員 20100-  403731 就業場所 長野県木曽郡木曽町

月給
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～250,000円

TEL 0436-37-2807（従業員数 1人 ）
正社員 20100-  405631 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- 2620131 就業場所 長野県木曽郡木曽町 拠出

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- 5707631 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)5時30分～15時00分

207,360円～224,640円 (2)6時00分～15時30分

(3)9時30分～19時00分

TEL 026-269-6710（従業員数 8人 ）
正社員以外 20010- 4577931 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～12時30分

1,200円～1,300円 (2)9時00分～15時30分

(3)13時00分～19時00分

TEL 026-269-6710（従業員数 8人 ）
パート労働者 20010- 4578131 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1)5時30分～12時30分

910円～1,200円 (2)14時30分～19時15分

TEL 026-269-6710（従業員数 8人 ）
パート労働者 20010- 4576631 就業場所 長野県木曽郡木祖村

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

148,000円～220,000円

TEL 0573-75-2033（従業員数 9人 ）
正社員 20100-  415131 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～200,000円

TEL 0264-57-2532（従業員数 38人 ）
正社員 20100-  392131 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 月額換算 (1)8時30分～17時15分

145,281円～191,580円

TEL 0264-22-2128（従業員数 3人 ）
正社員以外 20100-  416031 就業場所 長野県木曽郡木祖村

時給
不問 (1)18時00分～21時00分

1,500円～1,500円

TEL 0264-21-2133（従業員数 31人 ）
パート労働者 20100-  397431 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

910円～1,430円

TEL 0264-46-3003（従業員数 38人 ）
パート労働者 20100-  387231 就業場所 長野県木曽郡王滝村

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

1,000円～1,430円

TEL 0264-52-2083（従業員数 35人 ）
パート労働者 20100-  394831 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

1,000円～1,430円

TEL 0264-52-2083（従業員数 35人 ）
パート労働者 20100-  395231 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問

1,000円～1,200円

TEL 0264-22-2432（従業員数 2人 ）
パート労働者 20100-  393031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

集荷・配達ドライバー ヤマト運輸株式会社　木
曽町センター

長野県木曽郡木曽町新開４５８６－４ 雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

豆腐製造補助・清掃 株式会社　田中屋 長野県木曽郡木曽町福島５０９７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

総務事務 日本水力株式会社　長野
営業所

長野県木曽郡木曽町福島１２５０番地７ 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

（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

（嘱）調理員（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２１２５　長栄長野東口ビル
７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

調理員（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２１２５　長栄長野東口ビル
７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

調理員（木祖村）サニー
ヒルきそ

日清医療食品株式会社
中部支店

長野県長野市栗田２１２５　長栄長野東口ビル
７階

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

製造業【トライアル雇用
併用求人】

山田工業　株式会社 長野県木曽郡南木曽町田立１１００－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

一般事務 株式会社　勝野木材 長野県木曽郡南木曽町読書１７５０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形・その他

雇用期間の定めなし 定年を上限

農産物の荷受、出荷作
業、フォークリフトオペ
レーター等

木曽農業協同組合 長野県木曽郡木曽町福島２８００ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

集配ドライバー【夜間勤
務】

ヤマト運輸株式会社　木
曽町センター

長野県木曽郡木曽町新開４５８６－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

医薬品製造 長野県製薬　株式会社 長野県木曽郡王滝村此の島１００－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

事務補助　１ 木曽森林管理署 長野県木曽郡上松町正島町１丁目４－１ 雇用・公災・
厚生・その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務補助　２ 木曽森林管理署 長野県木曽郡上松町正島町１丁目４－１ 雇用・公災・
厚生・その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ガソリンスタンドでの接
客

有限会社　福島石油商会 長野県木曽郡木曽町福島２６８９－２ 労災

雇用期間の定めなし 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

1,000円～1,050円

TEL 0264-22-2023（従業員数 10人 ）
パート労働者 20100-  414931 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)16時00分～20時00分

910円～1,010円

TEL 0265-81-0104（従業員数 23人 ）
パート労働者 20060- 2197231 就業場所 長野県木曽郡大桑村

時給 交替制あり
不問

908円～1,000円

TEL 050-3665-9236（従業員数 67人 ）
パート労働者 13010-29276231 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)16時00分～22時00分

908円～1,000円

TEL 050-3665-9236（従業員数 83人 ）
パート労働者 13010-29287731 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

908円～1,000円

TEL 050-3665-9236（従業員数 102人 ）
パート労働者 13010-29294431 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 (1)9時00分～12時00分

908円～1,000円 (2)17時00分～23時00分

(3)18時00分～23時00分

TEL 050-3665-9236（従業員数 67人 ）
パート労働者 13010-29308531 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

908円～1,000円

TEL 050-3665-9236（従業員数 67人 ）
パート労働者 13010-29314831 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)13時00分～22時00分

908円～1,000円

TEL 050-3665-9236（従業員数 83人 ）
パート労働者 13010-29323231 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給 交替制あり
不問 (1)5時00分～14時00分

908円～1,000円 (2)5時00分～10時00分

(3)16時30分～21時00分

TEL 050-3665-9236（従業員数 102人 ）
パート労働者 13010-29332431 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 (1)7時00分～11時00分

908円～1,000円 (2)17時00分～23時00分

TEL 050-3665-9236（従業員数 102人 ）
パート労働者 13010-29339831 就業場所 長野県木曽郡南木曽町

時給
不問 (1)7時30分～12時00分

1,000円～1,000円

TEL 03-6271-9560（従業員数 0人 ）
パート労働者 13040-39203231 就業場所 長野県木曽郡上松町

時給
不問 (1)8時00分～13時00分

950円～1,000円 (2)9時00分～14時00分

(3)14時00分～19時00分

TEL 0264-21-2133（従業員数 31人 ）
パート労働者 20100-  398731 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)8時30分～13時30分

1,000円～1,000円 (2)8時00分～13時00分

(3)9時00分～14時00分

TEL 0264-21-2133（従業員数 31人 ）
パート労働者 20100-  399331 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
69歳以下 (1)8時30分～15時30分

910円～1,000円 (2)9時00分～16時00分

TEL 0264-24-0129（従業員数 13人 ）
パート労働者 20100-  410431 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問

910円～1,000円

TEL 0264-24-0167（従業員数 2人 ）
パート労働者 20100-  412331 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)7時00分～8時30分

960円～960円

TEL 0264-36-3111（従業員数 19人 ）
パート労働者 20100-  411731 就業場所 長野県木曽郡木祖村

朴葉巻包み作業　★包み
手★

株式会社　御菓子司　田
ぐち

長野県木曽郡木曽町福島５２８３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

レジ担当 株式会社マルトシ 長野県駒ヶ根市中央１６－１９ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ホテルの施設管理スタッ
フ／長野県木曽郡／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 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ホテルのレストランホー
ルスタッフ／長野県木曽
郡／未経験可

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 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ホテルのナイトフロント
スタッフ／長野県木曽郡
／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 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

ホテルの浴場清掃スタッ
フ／長野県木曽郡／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 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

ホテルの客室清掃スタッ
フ／長野県木曽郡／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 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ホテルのフロントスタッ
フ／長野県木曽郡／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 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ホテルの調理補助スタッ
フ／長野県木曽郡／経験
者優遇

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 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ホテルの洗い場スタッフ
／長野県木曽郡／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 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

【急募】木曽森林管理署
での清掃業務

株式会社グローバルス
テージ

東京都港区芝１丁目１４－４　芝桝田ビル 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

受付事務 ヤマト運輸株式会社　木
曽町センター

長野県木曽郡木曽町新開４５８６－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

集配ドライバー【午前中
勤務】

ヤマト運輸株式会社　木
曽町センター

長野県木曽郡木曽町新開４５８６－４ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

介護業務 特定非営利活動法人　生
活支援サービス事業所
福寿庵

長野県木曽郡木曽町新開２２９３ 労災 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

木製品や特注家具の製造
スタッフ【パート】

株式会社木曽谷Ｋｏｕｓ
ａｋｕ．

長野県木曽郡木曽町新開６９４３番１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

清掃業務 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２０５８－２２ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

910円～950円

TEL 0264-46-3003（従業員数 38人 ）
パート労働者 20100-  401531 就業場所 長野県木曽郡王滝村

時給
不問 (1)8時00分～15時00分

950円～950円 (2)17時00分～21時00分

TEL 0264-23-8668（従業員数 2人 ）
パート労働者 20100-  409831 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

920円～920円

TEL 0264-22-2186（従業員数 7人 ）
パート労働者 20100-  407131 就業場所 長野県木曽郡木曽町

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

920円～920円

TEL 0264-22-2186（従業員数 7人 ）
パート労働者 20100-  408031 就業場所 長野県木曽郡木曽町

清掃業務 長野県製薬　株式会社 長野県木曽郡王滝村此の島１００－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

サービス、清掃 めいらくグループ　木曽
駒健康保険組合荘

長野県木曽郡木曽町日義４８９８－６２５ 労災

雇用期間の定めなし 不問

庶務事務・公用車の運転 長野地方法務局木曽支局 長野県木曽郡木曽町福島４９２６－３ 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

庶務事務 長野地方法務局木曽支局 長野県木曽郡木曽町福島４９２６－３ 公災 パソコン［ワープロ・表
計算］可

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
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