
日給 休日 土日祝他

(1) 9時00分～15時45分 週休2制 毎　週

4,887円～4,887円
TEL

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

パート労働者 850円～850円 20120- 2154271 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 休日 他

週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

正社員以外 170,000円～240,000円 20120-  105970 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 休日 他

週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

正社員以外 210,000円～270,000円 20120-  106170 就業場所

時給 休日 他

(1) 8時00分～16時45分 週休2制 その他

1,000円～1,200円
TEL

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

正社員以外 173,600円～208,320円 20120-  107470 就業場所

月給 休日 日祝他

(1) 8時00分～17時00分 週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 165,000円～250,000円 20120- 2148071 就業場所

月給 休日 土日祝他

(1) 8時50分～18時00分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 165,000円～325,000円 20120- 2149371 就業場所

時給 休日 土日祝他

(1) 9時00分～15時00分 週休2制 毎　週

(2) 9時00分～16時00分
TEL (3)10時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

パート労働者 1,000円～1,500円 20120- 2150571 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 休日 他

(1)16時00分～21時00分 週休2制 その他

(2) 6時00分～ 9時00分
TEL (3) 9時00分～16時00分

雇用期間の定めなし

正社員 165,000円～165,000円 20120- 2151471 就業場所

時給 休日 他

(1) 9時00分～12時00分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

パート労働者 1,200円～1,200円 20120- 2152771 就業場所

時給 交替制あり 休日 他

(1) 8時00分～17時00分 週休2制 毎　週

(2) 9時00分～18時00分
TEL

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上）

パート労働者 1,400円～1,400円 20120- 2153871 就業場所

時給 休日 他

(1)12時00分～15時00分 週休2制 毎　週

1,200円～1,200円 (2)18時00分～23時00分
TEL (3)19時00分～23時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

正社員以外 79,200円～211,200円 20120-  104670 就業場所

月給 休日 日他

(1) 8時00分～17時00分 週休2制 隔　週

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 211,000円～323,000円 20120- 2147171 就業場所

日給 休日 他

週休2制 その他

6,500円～6,500円
TEL

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

正社員以外 141,050円～141,050円 20120-  103770 就業場所

時給 休日 土日祝

(1) 9時00分～16時00分 週休2制 毎　週

(2) 9時00分～15時00分
TEL (3) 9時00分～17時00分

雇用期間の定めなし

パート労働者 840円～860円 20120- 2145271 就業場所

時給 休日 他

(1)18時00分～21時00分 週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めなし

パート労働者 800円～1,200円 20120- 2146971 就業場所

時給 休日 土日祝

(1) 8時00分～16時30分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めなし

パート労働者 800円～1,000円 20141- 3946371 就業場所

0人 又は17時00分～ 0時00分の
間の3時間程度

長野県北安曇郡白馬村

ハウスクリーニング 有限会社
親栄ライト

長野県岡谷市長地源１－４－３
６

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定でないことが望まし
い）

不問
その他の場合

0266-26-3557 シフト制（作業表）による

従業員数 22人

長野県大町市他

製造員 有限会社
ヤマジョウ

長野県北安曇郡白馬村大字神城
沢渡６９７５－１

雇用・労災

居酒屋店員 居酒屋　くうかい 長野県北安曇郡松川村７０２１
－１９不問

その他の場合

59歳
以下 その他の場合

0261-75-3731

従業員数 20人 又は 8時30分～17時00分の
間の6時間程度

0261-62-0708 シフトによる



従業員数

13人

長野県北安曇郡池田町

長野県北安曇郡白馬村

食堂スタッフ及び客室清掃 八方リーゼン小屋 北安曇郡白馬村北城４１４１ 労災

不問
その他の場合

月額換算額
0261-72-4152 週２日程度

シフト制
従業員数 4人 又は 7時30分～19時30分の

間の8時間程度長野県北安曇郡白馬村

ホール係・洗い場等
（パート）

ききょう屋 長野県北安曇郡白馬村大字北城
１９０９－４

労災 普通自動車免許（通勤
用）

施工管理 遠藤建設株式会社 長野県北安曇郡池田町大字池田
２３７９

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 その他の場合

18歳
以上 その他の場合

月額換算額
0261-72-3633 不定休（休日は応相談）

週休２日
従業員数 0人 又は17時30分～23時00分の

間の5時間以上

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）
土木施工管理技士優遇
他　造園、管、舗装、給
水施設の資格取得者歓迎0261-62-2346 年末年始

夏季休暇
ゴールデンウィーク休暇

従業員数

25人 又は 9時00分～16時30分の
間の3時間長野県大町市

長野県北安曇郡松川村

看護師・准看護師 株式会社　しもか
わ
（サービス付高齢
者向け住宅
すまいる）

長野県大町市大町４１８８番地
２０

労災 看護師または准看護師
不問

その他の場合
0261-22-0200 シフト制


従業員数 25人

長野県大町市

グループホーム世話人
（夫婦等）

特定非営利活動法
人　なかまと

長野県大町市常盤５９７０ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）

作業療法士・理学療法士・
機能訓練指導員
≪急募≫

株式会社　しもか
わ
（サービス付高齢
者向け住宅
すまいる）

長野県大町市大町４１８８番地
２０

労災

不問
その他の場合

18歳
以上 その他の場合

0261-23-2822 シフトによる

従業員数 2人

普通自動車免許(AT限定
可)。次の何れか：作業
療法士、理学療法士、
OT､PT､ST､柔道整復師、
あんま、マッサージ、指
圧師

0261-22-0200 休日は相談に応じます



従業員数

30人

長野県北安曇郡池田町

エクセル、ワードが使え
ること長野県北安曇郡白馬村

歯科技工全般 有限会社
デンタルクラフト

長野県北安曇郡池田町大字中鵜
２６８５－１

雇用・労災 歯科技工士免許

59歳
以下 その他の場合

0261-62-9665 年末年始、お盆休み
有給休暇は採用時から付与

従業員数 30人

長野県北安曇郡池田町

一般事務員 白馬陸運　株式会
社

長野県北安曇郡白馬村大字神城
２４３６９

雇用・労災・
健康・厚生

歯科技工全般 有限会社
デンタルクラフト

長野県北安曇郡池田町大字中鵜
２６８５－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

歯科技工士免許

59歳
以下 その他の場合

59歳
以下 その他の場合

0261-75-2034 会社シフトにより月２回土
曜休み
年末・年始、お盆

従業員数 9人

0261-62-9665 年末年始、お盆休み
有給休暇は採用時から付与

従業員数

15人 又は 6時40分～20時00分の
間の8時間程度長野県北安曇郡小谷村

長野県北安曇郡小谷村

レストランスタッフ ハッピーアシスト
株式会社　「イン
ディアンサマーカ
フェ」

長野県北安曇郡白馬村大字北城
八方尾根スキー場内

労災

不問
その他の場合

月額換算額
03-3336-3841 期間中、繁閑あり、平均月

８日休み。閑散期の休日は
多くなることもあります。
週毎のシフト制

従業員数 8人

長野県北安曇郡白馬村

ホテル業務全般 有限会社
リゾートホテル栂
池

長野県北安曇郡小谷村大字千国
乙２１６

労災

調理スタッフ 有限会社
リゾートホテル栂
池

長野県北安曇郡小谷村大字千国
乙２１６

労災

不問
その他の場合

不問
その他の場合

0261-83-2117 シフトによる交替制

従業員数 15人 又は 6時40分～20時00分の
間の8時間程度

0261-83-2117 シフトによる交替制

従業員数

事務補助（期間限定） 長野県
大町建設事務所

長野県大町市大町１０５８－２
大町合同庁舎内

雇用・労災

不問
その他の場合

時給換算額
0261-23-6530 ３カ月経過後の年次有給休

暇日数：３日
年末年始休暇

従業員数 49人 パソコン操作(ワード・エ
クセル（表計算）)長野県大町市

加入保険 休日
必要な免許資格

経験等
職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ 0261-22-0340 

  ハローワーク大町 

  大町市大町2715-4 

◎ 詳しい内容などについてはハローワークの紹介窓口へお問い合わせ下さい。 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パート労働者以外で、賃金形態が時給・日給の場合の「賃金額」は、月平均の勤務日数により月額換算した金額で表示していますので実際の勤務状況により異なります。 

◎ 労働時間や勤務日数によっては、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、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はご了承ください。 

  また、 求人内容が変更されている場合がありますので、最新の求人内容をハローワークでご確認下さい。 

◎ 掲載されている求人のうち、一部の求人については、詳細な内容を「ハローワークインターネットサービス」でもご覧いただけます。 
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加入保険 休日
必要な免許資格

経験等
職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

時給 変形（１ヶ月単位） 休日 他

週休2制 その他

1,100円～1,100円
TEL

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満）

正社員以外 190,960円～190,960円 20020-   48970 就業場所

バス運行サポート業務
（白馬）（季節限定）

アルピコ交通
株式会社

長野県松本市井川城２丁目１番
１号

労災

長野県北安曇郡白馬村

不問
その他の場合

月額換算額
0263-28-4728 月８～９日

従業員数 44人 又は 6時30分～18時00分の
間の8時間程度

 

この求人情報は、概ね１週間に新規で受理した求人を掲載しています。 

次回の発行は１１月２日（木）の予定です。 
 
 

◎面接には「紹介状」が必要です。 

 紹介状の発行には事前の求職登録が必要となりますのでハローワークの紹介窓口へお問合せ下さい。 

 

 

☆【大北地域の求人情報】 
◆北アルプス広域連合（http://www.kita-alps.omachi.nagano.jp)  

（大北地域のみ２週分掲載） 

◆大町市役所（http://www.city.omachi.nagano.jp「信濃大町ではじめよう田舎暮らし」内、または 

  「おすすめからさがす」の『市民の方へ』→「求人情報」内） 

 （大北地域及び安曇野市分掲載）の各ホームページで、ＰＤＦ形式により掲載しています。  

◆小谷村役場（http://www.vill.otari.nagano.jp)「小谷に暮らす」内 

  また、この他にも求人がございますので、ハローワーク大町へお出かけ下さい。 

 

 

           ★  ★  ★ お 知 ら せ ★  ★  ★ 
 

☆【就職支援セミナー】のご案内 
 履歴書や職務経歴書の書き方など、就職に役立つセミナーをハローワーク大町２階会議室で開催します。 

 事前の申し込みが必要ですので、詳しくはハローワークの紹介窓口までお問合せ下さい。 

 

   【日時】 ≪基本コース≫・・・平成２９年１１月１５日（水） １３：３０～１５：４５    

          ≪演習コース≫・・・平成２９年１１月１６日（木） 、１１月１７日（金） 時間は同様です。 

   ※演習コースでは、履歴書・職務経歴書の作成や、面接のロールプレイングを実施します。 

 

☆【福祉ジョブセミナー】のご案内 ※今年度は隔月の開催です 
 福祉の仕事に就職を希望する方、福祉の職場の資格等について知りたい方などを対象としたセミナーを開催    

 します。事前の申込みが必要ですので、詳しくはハローワーク大町の紹介窓口までお問合せ下さい。 

 
       【日時】 平成２９年１１月８日（水）１３：３０～１６：００   

      【場所】 ハローワーク大町 ２階会議室 

 

 

☆【ミニ面接会】開催のご案内 
 ミニ面接会を下記の日程でハローワーク大町２階会議室にて開催します。 

 履歴書と紹介状が必要ですので、詳しくはハローワークの紹介窓口までお問合せ下さい。 

 

   ※アルプス第一交通(株) 

     【日時】 平成２９年１１月１日(水)１３：３０～１５：００ 

     【職種】 タクシー乗務員・養成員・幹部候補社員 等 

 

 ≪季節求人≫ 

   ※(株)鹿島槍（鹿島槍スキー場）  

     【日時】 平成２９年１１月１３日（月）１３：３０～１５：４５ 

     【職種】 リフト係・レストランスタッフ・駐車場係・送迎バス運転手 等 

 ≪季節求人≫ 

   ※白馬観光開発(株) 

     【日時】 平成２９年１１月１３日（月）１３：３０～１５：４５ 

     【職種】 リフト･ゴンドラ係・接客サービス・チケット販売・インフォメーション 等 

 

 

☆【ハロートレーニング（離転職者訓練）】のご案内      

  ≪パソコンビジネス科≫    

    現在、求職活動中で、パソコンの操作・コミュニケーションスキルを学び仕事に生かしたい方を 対象にし    

  た公共職業訓練の受講生を募集します。       

  【訓練期間】 平成２９年１２月１日（金）～平成３０年２月２８日（水） 

  【訓練科目】 パソコンビジネス科     

   【訓練施設】 専門学校 未来ビジネスカレッジ     

   【受講料  】 無料(教科書などは自己負担）    

          《自己負担予定額：教科書代 ４２００円（税込）・  

                      その他検定料等の標準的負担額 ４０００円（税込）》   

    【申込締切】 平成２９年１１月１３日（月）     

  ・Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ ３級の資格取得・ビジネススキルの習得を目指します。     

  ※ハローワークへの求職登録、受講申込書の提出、入校選考等がございますので、ハローワーク窓口まで

   問い合わせください                

              

          

               

                        

  ≪介護職員初任者研修科≫  

   現在、求職活動中で、介護の基本的な知識や技能を習得し、介護施設や病院・在宅福祉サービス事業所

  での仕事に生かしたい方を対象にした 公共職業訓練の受講生を募集します。  

   【訓練期間】 平成３０年１月２３日（火）～平成３０年３月２２日（木）  

   【訓練科目】 介護職員初任者研修科  

   【訓練施設】 松本医療福祉専門学校  

   【受講料  】 無料(教科書などは自己負担）             

            《自己負担予定額：教科書代 ６４８０円・実習前の健診代等 ５５００円》  

   【申込締切】 平成２９年１２月２１日（木）     

   ・介護職員初任者研修の資格を講座終了後に取得することを目指します。 

     （修了要件を満たす必要あり。）     

   ※ハローワークへの求職登録、受講申込書の提出、入校選考等がございますのでハローワーク窓口までお

    問い合わせください   
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