
時給 休日 他

(1)9時00分～14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 870円～1,000円 20060- 3158501 就業場所

時給 休日 他

(1)9時00分～15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 870円～1,000円 20060- 3159001 就業場所

時給 交替制あり 休日 他

(1)9時00分～14時00分 週休2制 毎　週

(2)15時00分～19時00分

TEL (3)9時00分～19時00分
雇用期間の定めなし

パート労働者 850円～1,000円 20140- 2748801 就業場所

時給 交替制あり 休日 他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時15分 週休2制 毎　週 ホームヘルパー２級

1,034円～1,292円 (2)7時30分～16時15分 介護職員初任者研修修了者

TEL (3)12時00分～20時00分 介護福祉士

雇用期間の定めなし

正社員以外 163,475円～163,475円 20120-  904001 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

(1)8時45分～18時00分 週休2制 その他

(2)10時45分～20時00分

TEL (3)12時00分～21時15分
雇用期間の定めなし

正社員 184,000円～192,000円 15070- 7206201 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

(1)8時45分～18時00分 週休2制 その他

(2)10時45分～20時00分
TEL (3)12時00分～21時15分

雇用期間の定めなし

正社員 184,000円～192,000円 15070- 7208001 就業場所

日給 変形（1年単位） 休日 日他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時00分 週休2制 その他 移動式クレーン運転士

8,500円～11,500円
TEL

雇用期間の定めなし

正社員 183,600円～248,400円 15100-  906801 就業場所 土木作業経験

日給 変形（1年単位） 休日 日他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時00分 週休2制 その他 第二種電気工事士

8,500円～11,500円
TEL

雇用期間の定めなし

正社員 183,600円～248,400円 15100-  907201 就業場所

月給 休日 火他 普通自動車運転免許

(1)9時20分～18時00分 週休2制 その他 二級自動車整備士

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 175,140円～255,000円 20020- 7292401 就業場所

時給 休日 他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時00分 週休2制 毎　週

(2)8時30分～17時30分

TEL
雇用期間の定めなし

パート労働者 1,025円～1,075円 20020- 7296501 就業場所

月給 交替制あり 休日 他 普通自動車運転免許

週休2制 その他 ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 186,960円～186,960円 20020- 7240601 就業場所

月給 交替制あり 休日 他

(1)9時30分～18時30分 週休2制 その他

(2)11時00分～20時00分

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 168,000円～173,000円 20020- 7245801 就業場所

時給 休日 土日祝他

週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めなし

パート労働者 900円～1,000円 20020- 7247501 就業場所 事務職の経験

時給 交替制あり 休日 他

(1)9時00分～10時00分 週休2制 毎　週

(2)10時00分～15時00分

TEL (3)13時00分～18時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 1,035円～1,035円 20020- 7248001 就業場所

時給 交替制あり 休日 他 普通自動車運転免許

週休2制 毎　週 ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 1,145円～1,345円 20020- 7250101 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

(1)16時30分～9時30分 週休2制 毎　週 ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 960円～960円 20020- 7254201 就業場所

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

車両系建設機械（整地・運
搬・積込用及び掘削用）運転
技能者

クレーン・デリック運転
士（クレーン限定）

加入保険 休日 必要な免許資格
経験等

軽作業員（白馬東急ホテル） 株式会社ＢＩＳＯ 長野県伊那市東春近５４９－３ 雇用・労災

不問
その他の場合

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

雇用・労災

不問
その他の場合

0265-76-6100 ローテーション

従業員数

0265-76-6100 ローテーション休

従業員数 35人

長野県北安曇郡白馬村

35人

長野県北安曇郡白馬村

たい焼き、たこ焼き等の製造
販売　≪急募≫

焼きたて屋
（Ａ・コープ
ファーマーズピア
みどり店）

長野県茅野市豊平３０６６
Ａ・コープファーマーズピアみ
どり店内

清掃員（白馬東急ホテル） 株式会社ＢＩＳＯ 長野県伊那市東春近５４９－３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 その他の場合

月額換算額
0261-62-9000 ローテーションによる週休

二日
年末年始　等

従業員数

雇用・労災

不問
その他の場合

080-1188-1945
従業員数 4人

長野県大町市

55人

長野県北安曇郡松川村

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

株式会社　コメリ 新潟県新潟市南区清水４５０１
番地１

デイサービス介護員及び訪問
介護員

社会福祉法人　松
川村社会福祉協議
会

長野県北安曇郡松川村５６５０
－１９

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 その他の場合

025-371-4115 休日は平日で８～１０日
月により所定日数が異なり
ます

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 その他の場合

025-371-4115 休日は平日で８～１０日
月により所定日数が異なり
ます

従業員数 2,237人

長野県北安曇郡松川村

2,237人

長野県大町市

土木作業員 有限会社　高沢電
設工業

新潟県糸魚川市須沢３４８８

店舗販売職／地域正社員
（ホーム社員）

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40歳

以下 その他の場合

月額換算額
025-562-5591 会社カレンダーによる

原則として第２、４土曜日
は休日

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生61歳

以下 その他の場合

月額換算額
025-562-5591 会社カレンダーによる

原則として第２、４土曜日
は休日

従業員数 12人

長野県北安曇郡松川村

12人

長野県北安曇郡松川村

車両整備（穂高・あづみ野） 長野ダイハツ販売
株式会社

長野県松本市平田東２－３－１
２

電気工事士（電気工事士見習
い）

有限会社　高沢電
設工業

新潟県糸魚川市須沢３４８８

労災

不問
その他の場合

0263-88-5885 月１５日程度稼働

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生44歳

以下 その他の場合
0263-58-3246 ＊月平均８～１０日休み

＊夏季休暇・年末年始休
暇・ＧＷ

従業員数 16人

長野県北安曇郡池田町

12人

長野県大町市

訪問介護員≪急募≫ 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

警備員（大町・白馬） 株式会社　ヤマタ
ケ

長野県松本市渚４丁目１６－４

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 その他の場合
0263-83-7343 月８日休み

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 その他の場合
0263-36-2671 ・４週６休以上

（シフト表により事前に休
日を設定）

従業員数 818人 又は8時00分～18時00分の間
の8時間長野県大町市

451人

事務職員 丸中運送　株式会
社

長野県松本市波田１００５３－
１

調剤オペレーター 株式会社　とをし
や薬局

長野県安曇野市穂高有明　１０
０２２

労災

不問
その他の場合

0263-36-2671 ４週６休以上（シフト制に
て休日を決定）従業員数

雇用・労災

不問
その他の場合

0263-92-3141 就業場所のカレンダーによ
り従業員数 2人 又は8時00分～16時45分の間

の5時間程度長野県大町市

818人 又は9時00分～18時00分の間
の1時間以上長野県大町市

訪問介護員 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

ニチイライフ（家事代行） 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

18歳
以上 その他の場合

0263-36-2671 相談可能です。

従業員数

労災

不問
その他の場合

0263-36-2671 シフト制による勤務
勤務日数・時間は相談に応
じます。

従業員数 818人 又は9時00分～18時00分の間
の3時間以上長野県大町市

31人

長野県大町市

介護職員≪急募≫ 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

℡ 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ください。 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、ここに掲載してあっても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ください。

◎ 掲載されている求人の多くは、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

月給 交替制あり 休日 他

(1)9時30分～18時30分 週休2制 その他

(2)12時00分～21時00分
TEL

雇用期間の定めなし

正社員 176,000円～190,000円 20020- 7259901 就業場所

時給 交替制あり 休日 他

(1)9時00分～10時00分 週休2制 毎　週 ホームヘルパー２級

(2)10時00分～15時00分 介護福祉士

TEL (3)13時00分～18時00分 看護師

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 介護職員初任者研修

パート労働者 1,135円～1,135円 20020- 7260701 就業場所

日給 休日 他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時00分 週休2制 その他

8,000円～8,500円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

正社員以外 180,000円～191,250円 20010- 8036801 就業場所

月給 変形（1年単位） 休日 日他

(1)8時00分～16時15分 週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 160,000円～216,000円 20120-  901801 就業場所

時給 休日 他

(1)9時00分～16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 850円～950円 20120-  902201 就業場所

時給 変形（1年単位） 休日 他

(1)8時30分～16時50分 週休2制 その他

950円～1,188円 (2)16時35分～0時55分

TEL (3)0時40分～9時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

正社員以外 164,490円～164,490円 20120-  903501 就業場所

ストアマネージャー（店舗管
理全般）

株式会社　とをし
や薬局

長野県安曇野市穂高有明　１０
０２２

労災

不問
その他の場合

0263-36-2671 ４週６休以上（シフト制に
て休日を決定）

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 その他の場合
0263-83-7343 月８日～９日（希望日）

（３１日ある月は９日休）
１月１日休日

従業員数 451人

長野県大町市

818人 又は9時00分～18時00分の間
の1時間以上長野県大町市

【臨時】農場内の一般作業
（白馬村）

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

ニチイライフ（家事代行） 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・
財形

40歳
以下 その他の場合

0261-62-2191 会社カレンダーによる

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生不問

その他の場合

月額換算額
026-236-2160 勤務カレンダーによる（８

人のシフト制）
従業員数 8人

長野県北安曇郡白馬村

56人

長野県北安曇郡池田町

介護員 有限会社マルフジ
（ショートスティ
花りん）

長野県北安曇郡池田町大字池田
１６２０－１

マシンオペレーター 株式会社　荻窪金
型製作所

長野県北安曇郡池田町大字池田
９０番地

労災

不問
その他の場合

0261-61-1655 １ヵ月のシフト制

従業員数 16人

長野県北安曇郡池田町

110人

長野県大町市

製品目視検査及び梱包作業≪
急募≫

株式会社メディッ
クス昭和

長野県大町市大町６８６４－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳
以上 その他の場合

月額換算額
0261-23-4800 会社カレンダーによる

従業員数

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５月２９日（金）の予定です。

◎ 面接には、ハローワークの『 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。

詳しくはハローワークの紹介窓口までお問合せください。

☆ 【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) 「おすすめからさがす」→「求人情報」

（大北地域及び安曇市分掲載）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) 「暮らしの情報」→「お知らせ」→「求人情報」 （大北地域のみ掲載）

週刊求人情報をご覧の皆様へ

日頃から、ハローワークをご利用いただき、ありがとうございます。

ご希望の条件に見合う、または気になる求人募集は見つかりましたか。

応募にあたっては、事業所や求人内容を知ること、ご自身の強み・弱みを整理し募集内容に合わせた

アピールポイントを明確にする等、周到な準備は必要不可欠となります。

職業相談窓口では、ご自身のご希望等をお聞きしながら、全国のハローワークで保有している最新の求人情報の提供の他、

① 事業所情報、求人への応募状況の提供、② 事業所への求人条件に係る確認、

③ 応募連絡、紹介状の交付、④ 応募書類（履歴書・職務経歴書、添え状等）の作成支援、

⑤ 面接に関するアドバイス等を実施しております。

応募したいと考える求人募集が見つからない、ご自身で応募はしているものの中々採用に至らないという方は、

一度ハローワークの窓口で相談してみませんか。
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