
時給 交替制あり 休日 他 普通自動車運転免許

週休2制 なし

1,100円～1,500円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

正社員以外 208,120円～283,800円 13040-97205401 就業場所 接客経験

時給 交替制あり 休日 他

週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めなし

パート労働者 1,000円～1,100円 13040-97246101 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 なし

1,100円～1,100円
TEL

雇用期間の定めなし

正社員以外 208,120円～208,120円 13040-97269601 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 休日 水他

週休2制 その他 美容師

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

正社員以外 180,000円～300,000円 14150-19182601 就業場所

時給 交替制あり 休日 水他

週休2制 その他 美容師

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 1,000円～1,600円 14150-19194701 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

(1)7時00分～14時00分 週休2制 その他 調理師免許あれば尚可

(2)17時00分～21時00分

TEL (3)7時00分～9時00分
雇用期間の定めなし

正社員 200,000円～350,000円 20120- 1706601 就業場所

時給 変形（1年単位） 休日 土日祝他

週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 1,000円～1,000円 20120- 1707901 就業場所

時給 休日 他 普通自動車運転免許

(1)9時00分～16時00分 週休2制 毎　週

(2)9時00分～17時00分
TEL 日商簿記３級あれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 900円～950円 20120- 1708101 就業場所

時給 交替制あり 休日 他

(1)11時00分～14時00分 週休2制 その他 調理師免許あれば尚可

(2)17時00分～20時00分

TEL (3)11時00分～20時00分
雇用期間の定めなし

パート労働者 900円～950円 20120- 1709401 就業場所

月給 変形（1週間単位非定型的） 休日 他 普通自動車運転免許

週休2制 なし

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 300,000円～300,000円 13040-96746201 就業場所

月給 変形（1週間単位非定型的） 休日 他 普通自動車運転免許

週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 300,000円～300,000円 13040-97008301 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 休日 他 普通自動車運転免許

週休2制 その他 調理師

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 192,543円～225,253円 13130-24093101 就業場所

時給 交替制あり 休日 他

週休2制 その他 調理師

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 1,000円～1,200円 20020-14117901 就業場所

時給 交替制あり 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）

パート労働者 1,050円～1,200円 20020-14135701 就業場所

時給 交替制あり 休日 他

(1)6時00分～9時30分 週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

パート労働者 1,050円～1,200円 20020-14137201 就業場所

時給 交替制あり 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）

パート労働者 1,050円～1,200円 20020-14138501 就業場所

普通自動車運転免許あれ
ば尚可

フォークリフト運転技能
者

フォークリフト操作業務経
験

労災

不問
その他の場合

0263-39-7101 希望に応じ、シフトで決
定。土・日・祝に勤務出来
る方歓迎！

従業員数 20人 又は7時00分～20時00分の間
の4時間以上長野県大町市

又は15時00分～20時30分の
間の3時間以上長野県大町市

【期間限定の高時給求人！】
和風旅館のフロントスタッフ

株式会社　ドリー
ムホテル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

【期間限定の高時給求人！】
和風旅館の仲居さん

株式会社　ドリー
ムホテル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

和風旅館のボイラー業務 株式会社　ドリー
ムホテル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

和風旅館の調理人 株式会社　ドリー
ムホテル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

労災

不問
その他の場合

0263-39-7101 希望に応じ、シフトで決
定。土・日・祝に勤務出来
る方歓迎！

従業員数

労災

不問
その他の場合

0263-39-7101 希望に応じ、シフトで決
定。土・日・祝に勤務出来
る方歓迎！

従業員数 20人 又は7時00分～20時00分の間
の4時間以上長野県大町市

20人

労災

不問
その他の場合

0263-39-7101 希望に応じ、シフトで決
定。土・日・祝に勤務出来
る方歓迎！

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 その他の場合
03-3645-9310 シフト制による　夏休み

年末年始休暇従業員数 20人 又は6時00分～22時00分の間
の8時間程度長野県北安曇郡池田町

20人 又は6時00分～22時00分の間
の4時間以上長野県大町市

その他の場合
03-6809-5756

従業員数 6人 又は9時00分～21時00分の間
の8時間長野県北安曇郡白馬村

旅館での調理業務 株式会社　Ｓｏｕ
Ｇｏ

東京都江東区塩浜２丁目２５－
１４

その他の場合
0261-29-2030 休日シフトによる。有給休

暇は週所定労働日数等に応
じて付与

従業員数 5人

長野県大町市

ＶＩＰラウンジ接客業務／長
野県北安曇郡白馬村

Ｆｕｎｎｙ株式会
社

東京都港区海岸３丁目８番地３
号ｃｕｂｅ１５１３号室

白馬バトラー業務／長野県北
安曇郡白馬村

Ｆｕｎｎｙ株式会
社

東京都港区海岸３丁目８番地３
号ｃｕｂｅ１５１３号室

雇用・労災・
健康・厚生不問

その他の場合
03-6809-5756

従業員数 0人 又は8時00分～20時00分の間
の8時間長野県北安曇郡白馬村

長野県大町市

調理業務 有限会社Ｆ＆Ｍカ
ンパニー（ぽかぽ
かランド美麻）

長野県大町市大町４６０８－２

経理事務 有限会社Ｆ＆Ｍカ
ンパニー（ぽかぽ
かランド美麻）

長野県大町市大町４６０８－２

雇用・労災・
健康・厚生不問

労災

不問

フォークリフトでの出荷業務 ＡＷ・ウォーター
株式会社

長野県大町市大町３５００番地
１

調理業務　板長 有限会社Ｆ＆Ｍカ
ンパニー（ぽかぽ
かランド美麻）

長野県大町市大町４６０８－２

雇用・労災・
健康・厚生不問

その他の場合
0261-29-2030

従業員数

雇用・労災

不問
その他の場合

0261-26-3330 会社カレンダーによる。繁
忙期一部土曜日出勤。＊休
日について応相談。有給休
暇は法定通りの付与

従業員数 26人 又は8時30分～17時30分の間
の6時間以上長野県大町市

5人

その他の場合
0261-29-2030 休日シフトによる

従業員数

労災

不問
その他の場合

045-909-1533 シフト制
＊出勤日数別に有給休暇が
あります。

従業員数 4人 又は10時00分～18時00分の
間の3時間以上長野県大町市

5人

長野県大町市

又は10時00分～18時00分の
間の7時間以上長野県大町市

スタイリスト【長野大町店】 株式会社ハクブン 神奈川県横浜市青葉区あざみ野
２－２－３

美容師／長野大町店 株式会社ハクブン 神奈川県横浜市青葉区あざみ野
２－２－３

雇用・労災・
健康・厚生不問

旅館カウンター業務他／長野
県北安曇郡白馬村

Ｆｕｎｎｙ株式会
社

東京都港区海岸３丁目８番地３
号ｃｕｂｅ１５１３号室

旅館清掃業務他／長野県北安
曇郡白馬村

Ｆｕｎｎｙ株式会
社

東京都港区海岸３丁目８番地３
号ｃｕｂｅ１５１３号室

雇用・労災・
健康・厚生不問

その他の場合
045-909-1533 シフト制　４週４休以上、

就業時間により月８日まで
相談に応じます。

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
03-6809-5756

従業員数 6人 又は9時00分～21時00分の間
の8時間長野県北安曇郡白馬村

4人

労災

不問
その他の場合

03-6809-5756
従業員数

03-6809-5756
従業員数 0人 又は8時00分～20時00分の間

の8時間長野県北安曇郡白馬村

6人 又は9時00分～21時00分の間
の2時間以上長野県北安曇郡白馬村

加入保険 休日 必要な免許資格
経験等

ＶＩＰラウンジ管理業務／長
野県北安曇郡白馬村

Ｆｕｎｎｙ株式会
社

東京都港区海岸３丁目８番地３
号ｃｕｂｅ１５１３号室

雇用・労災・
健康・厚生不問

その他の場合

月額換算額

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

情報処理検定３級あれば
尚可

経理事務・ＴＫＣ会計ソフ
ト実務経験あれば尚可

マネージメントや営業職の
経験（あれば尚可）
一般的なＰＣスキル

マネージメントや営業職の
経験（あれば尚可）
一般的なＰＣスキル

℡ 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

時給 交替制あり 休日 他

(1)20時00分～10時00分 週休2制 その他

(2)20時00分～7時00分

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 1,000円～1,200円 20020-14141101 就業場所

時給 交替制あり 休日 他

(1)6時00分～9時30分 週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 1,000円～1,200円 20020-14059001 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 休日 日祝他 保育士

(1)8時00分～17時00分 週休2制 その他 看護師

(2)9時30分～18時00分

TEL
雇用期間の定めなし 准看護師

正社員 158,000円～220,000円 20020-14067001 就業場所

時給 交替制あり 休日 他

週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 900円～1,100円 20020-14075001 就業場所

時給 休日 土日他

(1)8時30分～13時00分 週休2制 毎　週

(2)8時30分～12時00分
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 850円～850円 20020-13952501 就業場所

時給 休日 他

週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 1,375円～1,500円 20120- 1705301 就業場所 施設看護実務経験

時給 休日 土日他 普通自動車運転免許

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 20120- 1699501 就業場所 経験者優遇

月給 休日 土日他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時00分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 170,000円～200,000円 20120- 1701801 就業場所 経験者優遇

月給 休日 日祝他 普通自動車運転免許

(1)7時00分～18時00分 週休2制 その他 大型自動車免許

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 215,000円～280,000円 20120- 1702201 就業場所 実務経験あれば尚可

月給 変形（1年単位） 休日 他

(1)7時00分～16時00分 週休2制 その他

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

正社員以外 185,450円～301,000円 20120- 1695401 就業場所

時給 変形（1年単位） 休日 日祝他

(1)8時30分～17時30分 週休2制 その他

1,000円～1,000円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

正社員以外 170,400円～170,400円 20120- 1697801 就業場所

時給 交替制あり 休日 他

(1)8時00分～12時00分 週休2制 その他

(2)14時00分～18時00分

TEL
雇用期間の定めなし

パート労働者 850円～900円 20120- 1698201 就業場所

時給 交替制あり 休日 他

(1)9時00分～17時30分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

パート労働者 1,280円～1,280円 20010-14937301 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 その他 危険物取扱者（乙種）

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 850円～1,040円 20010-14702901 就業場所

時給 交替制あり 休日 土日祝他

(1)8時00分～14時00分 週休2制 毎　週

(2)9時00分～15時00分

TEL (3)14時00分～19時00分
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

パート労働者 870円～1,000円 20140- 5134101 就業場所

月給 交替制あり 休日 土日祝他

(1)6時00分～15時00分 週休2制 毎　週 栄養士

(2)10時00分～19時00分 調理師

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

正社員以外 153,000円～189,000円 20140- 5135401 就業場所 調理経験あれば尚可

日給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

(1)8時00分～17時00分 週休2制 その他

9,500円～10,500円 (2)21時00分～6時00分

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 209,000円～231,000円 20070- 6362601 就業場所

150人

長野県大町市

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
バル警備保障

長野県長野市稲里町中央１丁目
６番地１号
本社

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～69
歳

その他の場合

月額換算額
026-286-1800 ローテーションによりま

す。　
（本人希望相談可）

従業員数

（請）調理＜池田町＞ 株式会社レパスト
長野・山梨支店

長野県諏訪市沖田町２－１　沖
田Ｓビル２Ｆ

（請）調理補助　（安曇養護
学校）

株式会社レパスト
長野・山梨支店

長野県諏訪市沖田町２－１　沖
田Ｓビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

0266-57-4951 ・冬期・夏期休暇等あり
・学校の休日に合わせて
取っていただきます。

従業員数 8人

長野県北安曇郡池田町

その他の場合
0266-57-4951 学校の登校日に準ずる。

従業員数 8人

長野県北安曇郡池田町

その他の場合
026-236-2160 ローテーション

従業員数 6人 又は6時45分～18時45分の間
の8時間程度長野県北安曇郡白馬村

その他の場合

長野県北安曇郡白馬村

ガソリンスタンド販売員（白
馬村北城）

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

券売機案内及び除雪（白馬
村）

東日本旅客鉄道
株式会社　長野支
社

長野県長野市栗田源田窪９９２
－６

雇用・労災

不問

雇用・労災・
健康・厚生不問

作業服、作業用品の販売★急
募

ワークマン大町店 長野県大町市大町２９６７－１
５

フォークリフトでの出荷業務 ＡＷ・ウォーター
株式会社

長野県大町市大町３５００番地
１

労災

不問
その他の場合

026-224-5300
従業員数

労災

不問
その他の場合

0261-23-2157 本人希望及び交代制によ
り。有給休暇は法定通り付
与

従業員数 2人 又は7時00分～20時00分の間
の4時間以上長野県大町市

6人

その他の場合

月額換算額
0261-26-3330 会社カレンダーによる。繁

忙期（５月～１０月）一部
土曜日出勤
＊休日について応相談

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生不問

その他の場合
0261-75-2244 シフトによる

従業員数 10人 又は12時00分～21時00分の
間の8時間程度長野県北安曇郡白馬村

26人

長野県大町市

長野県北安曇郡白馬村

フロント係、接客係 株式会社　ステラ
ベラ

長野県北安曇郡白馬村神城２２
２０１－５
ホテル　ステラベラ

大型トラック運転手【白馬本
社】

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・
財形

不問

事務員 株式会社国広建設 長野県北安曇郡小谷村北小谷４
３５８－３

事務員 株式会社国広建設 長野県北安曇郡小谷村北小谷４
３５８－３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 その他の場合
0261-75-2034 月に２回土曜休み、年末年

始、お盆従業員数

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 その他の場合
0261-85-1026

従業員数 17人

長野県北安曇郡小谷村

9人

デイサービス看護員【看護
師・准看護師】

社会福祉法人　周
厚会

長野県大町市平１９５５番地９
７１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 その他の場合
0261-85-1026

従業員数 17人 又は8時00分～17時00分の間
の5時間以上長野県北安曇郡小谷村

労災

不問
その他の場合

0261-23-0722 休日については応相談。
＊有給休暇は週所定労働日
数等に応じて付与

従業員数 22人 又は8時30分～17時00分の間
の4時間以上長野県大町市

その他の場合
0263-37-5670 シフト制勤務

従業員数

労災

不問
その他の場合

0263-39-7101 希望に応じ、シフトで決
定。土・日・祝に勤務出来
る方歓迎！

従業員数 20人 又は7時00分～20時00分の間
の4時間以上長野県大町市

3人

長野県大町市

株式会社　コン
フォール

長野県松本市沢村３丁目４－４
７　コンフォール沢村ビル

長野県大町市

和風旅館のフロントスタッフ 株式会社　ドリー
ムホテル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

保育担当者（大町） 特定非営利活動法
人　きらり

長野県塩尻市大門桔梗町２－１
ワコウビル１階

労災

不問
病院内リネン管理業務（大
町）

和風旅館の仲居さん 株式会社　ドリー
ムホテル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

和風旅館の夜勤フロントス
タッフ（宿直）

株式会社　ドリー
ムホテル

長野県松本市大手２丁目１－９
松本大手ビル　３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 その他の場合
0263-88-8416 ＊勤務シフトで指定した日

＊年末年始休暇　12/29～
1/3

従業員数

労災

不問
その他の場合

0263-39-7101 希望に応じ、シフトで決
定。土・日・祝に勤務出来
る方歓迎！

従業員数 20人 又は15時00分～20時30分の
間の3時間以上長野県大町市

5人

その他の場合
0263-39-7101 希望に応じ、シフトで決

定。土・日・祝に勤務出来
る方歓迎！

従業員数 20人

長野県大町市

労災

18歳
以上

フォークリフト操作業務経
験

普通自動車運転免許あれ
ば尚可

交通誘導警備業務検定２
級

幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）

看護師・准看護師いずれか
の資格があれば可

大型自動車免許の無い方は
入社後に取得していただき
ます

フォークリフト運転技能
者

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１０月２３日（金）の予定です。
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