
時給 休日 木他

(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 900円～900円 20120-  622811 就業場所

時給 休日 日祝他 普通自動車運転免許

(1)7時00分～9時00分 週休2制 その他

(2)16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～850円 20120-  623211 就業場所

月給 休日 日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～18時00分 週休2制 その他 歯科衛生士

(2)8時30分～13時00分
TEL

雇用期間の定めなし

正社員 210,000円～210,000円 20120-  624511 就業場所 歯科衛生士実務経験

時給 休日 日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～13時00分 週休2制 その他 歯科衛生士

TEL
雇用期間の定めなし

パート労働者 1,200円～1,200円 20120-  625411 就業場所 歯科衛生士実務経験

時給 変形（1ヶ月単位） 休日 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 850円～900円 20120-  626011 就業場所

時給 休日 木他

(1)11時00分～15時00分 週休2制 その他

(2)12時00分～16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 20120-  618011 就業場所

日給 休日 他 普通自動車運転免許

(1)8時15分～16時00分 週休2制 毎　週

6,480円～6,480円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 925円～925円 20120-  619311 就業場所

月給 休日 土日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時15分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 330,000円～390,000円 20120-  620111 就業場所 土木施工管理経験

月給 休日 土日他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時15分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 190,000円～250,000円 20120-  621711 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

(2)17時00分～21時00分
TEL (3)7時00分～9時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

正社員以外 200,000円～300,000円 20120-  606811 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

(2)17時00分～20時00分
TEL (3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 900円～1,000円 20120-  607211 就業場所

時給 交替制あり 休日 他

(1)6時00分～11時00分 週休2制 その他

(2)11時00分～15時00分
TEL (3)17時00分～21時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 900円～1,000円 20120-  608511 就業場所

時給 交替制あり 休日 他

(1)6時00分～11時00分 週休2制 その他

(2)11時00分～15時00分
TEL (3)17時00分～21時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 900円～900円 20120-  609411 就業場所

時給 休日 他

(1)8時30分～14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）

パート労働者 900円～900円 20120-  610611 就業場所

日給 休日 土日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時15分 週休2制 毎　週

7,220円～8,598円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 932円～1,109円 20120-  611911 就業場所

時給 休日 土日祝他 普通自動車運転免許

(1)16時00分～18時00分 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～1,000円 20120-  612111 就業場所

２級以上の土木施工管理
技士

中型自動車免許（８ｔ限
定可）あれば尚可

調理師免許あれば尚可

板長の経験あれば尚可

調理師免許あれば尚可

加入保険 休日
必要な免許資格

経験等

ホール係・調理補助 そば神　白馬店 長野県北安曇郡白馬村北城２１
２６－２

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

0261-23-6566 会社カレンダーによる

従業員数

0261-72-2055 木曜定休日。希望休は応相
談。有給休暇は法定通りの
付与従業員数 3人

長野県北安曇郡白馬村

15人

長野県大町市

歯科衛生士 横澤歯科医院 長野県大町市大町４１７９－３

福祉施設送迎運転手 有限会社　とざわ 長野県大町市常盤３４８６－４
０３

労災

不問
その他の場合

0261-22-1343 お盆休み　年末年始休み
土曜日半日勤務

従業員数

雇用・労災

不問
その他の場合

0261-22-1343 お盆休み　年末年始休み
土曜日半日勤務

従業員数 3人

長野県大町市

3人 又は8時30分～18時00分の間
の4時間以上長野県大町市

特産品販売にかかわる業務全
般（接客販売・事務等）

いーずら大町特産館
事業協同組合

長野県大町市大町３３００－１

歯科衛生士 横澤歯科医院 長野県大町市大町４１７９－３

労災

不問
その他の場合

0261-23-4456 平日休み

従業員数

雇用・労災

64歳
以下 その他の場合

0261-23-7511 シフト制。有給休暇は法定
通り付与

従業員数 5人 又は9時30分～19時00分の間
の7時間以上長野県大町市

2人

長野県大町市

学校給食調理員【日額】 大町市役所 長野県大町市大町３８８７

■急募　ホール係《１１月ま
で》

日向山茶屋 長野県大町市平２１１４

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳
以下 その他の場合

0261-72-2150 年間会社カレンダーによ
る。年末年始、夏季休暇あ
り従業員数

雇用・労災・
健康・厚生不問

その他の場合

時給換算額
0261-22-0420 学校行事による

有給休暇は市役所の規定に
より付与従業員数 32人

長野県大町市

9人

長野県北安曇郡白馬村

現場作業員　≪急募≫ 株式会社　落田 長野県北安曇郡白馬村大字北城
１２８１６－５

土木施工管理　≪急募≫ 株式会社　落田 長野県北安曇郡白馬村大字北城
１２８１６－５

雇用・労災・
健康・厚生不問

その他の場合
0261-29-2030 休日シフトによる

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

30歳
以下 その他の場合

0261-72-2150 年間会社カレンダーによ
る。年末年始、夏季休暇あ
り従業員数 9人

長野県北安曇郡白馬村

7人 又は6時00分～22時00分の間
の8時間長野県大町市

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

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

労災

不問
その他の場合

0261-29-2030 決定した勤務日数によりシ
フト制。有給休暇は週所定
労働日数等に応じて付与従業員数

労災

不問
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 7人 又は6時00分～22時00分の間

の2時間以上長野県大町市

7人 又は6時00分～22時00分の間
の5時間以上長野県大町市

サービススタッフ 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

フロント業務 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

雇用・労災

不問
その他の場合

0261-29-2030 決定した勤務日数によりシ
フト制。有給休暇は週所定
労働日数等に応じて付与従業員数

労災

不問
その他の場合

0261-29-2030 決定した勤務日数によりシ
フト制。有給休暇は週所定
労働日数等に応じて付与従業員数 7人 又は8時00分～22時00分の間

の5時間以上長野県大町市

7人

長野県大町市

登記事務員 長野県姫川砂防事務
所

長野県北安曇郡小谷村大字千国
乙１０３０７－３

清掃スタッフ 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

労災

64歳
以下 その他の場合

0261-22-3643 社内規定による

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生不問

その他の場合

時給換算額
0261-82-3100 勤務日数は月１７日。有給

休暇は県の任用規定に沿っ
て付与従業員数 16人

長野県北安曇郡小谷村

60人

長野県大町市

！急募！　市内保育園除菌清
掃

株式会社　ハーヴェ
スタ・クリエーショ
ンズ

長野県大町市大町２６８３－１

℡ 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 休日 土日他

(1)9時00分～15時00分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めなし

パート労働者 940円～940円 20120-  614811 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 休日 日祝他

(1)8時30分～19時30分 週休2制 毎　週 歯科衛生士

(2)13時30分～19時30分
TEL

雇用期間の定めなし

正社員 200,000円～250,000円 20120-  615211 就業場所 実務経験あれば尚可

日給 変形（1ヶ月単位） 休日 日祝他

(1)8時30分～19時30分 週休2制 毎　週 歯科医師

30,000円～50,000円 (2)13時30分～19時30分
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 3,000円～5,000円 20120-  616511 就業場所 実務経験あれば尚可

時給 変形（1ヶ月単位） 休日 日祝他

(1)8時30分～19時30分 週休2制 毎　週 歯科衛生士

(2)13時30分～19時30分
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 1,200円～1,500円 20120-  617411 就業場所 実務経験あれば尚可

時給 交替制あり 休日 他

(1)10時00分～15時00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 1,000円～1,000円 20120-  604111 就業場所

時給 休日 日祝他

(1)8時30分～13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～1,000円 20120-  605711 就業場所

月給 休日 土日祝他

(1)8時30分～17時30分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

正社員以外 180,000円～208,000円 20120-  602611 就業場所

時給 休日 他

(1)6時00分～10時30分 週休2制 毎　週

(2)17時00分～22時00分
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

パート労働者 1,000円～1,000円 20120-  603911 就業場所

月給 休日 土日祝他

(1)9時15分～17時00分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 180,000円～240,000円 20020- 4826911 就業場所

月給 休日 土日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時30分 週休2制 毎　週

TEL
雇用期間の定めなし

正社員 175,000円～270,000円 20141- 1038111 就業場所

月給 交替制あり 休日 日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時30分 週休2制 毎　週

(2)9時00分～18時00分
TEL (3)9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし

正社員 150,000円～170,000円 20010- 5129811 就業場所

必要な資格・経験は
求人票を参照

普通自動車運転免許あれ
ば尚可

＊経験不問ですが接客経
験があれば尚可

必要な資格・経験は
求人票を参照

雇用・労災

59歳
以下 その他の場合

0261-21-1800 お盆、年末年始。祝日に出
勤の場合があります

従業員数 78人

長野県大町市

歯科衛生士 にこにこデンタルク
リニック

長野県大町市常盤３５８７番地
１

出荷業務　《急募求人》 巴産業株式会社　ダ
スキン長野工場

長野県大町市常盤９７４１－２

雇用・労災・
健康・その他不問

その他の場合

時給換算額
0261-23-5612 月曜日は隔週で休診、火曜

日は午前が休診です。お
盆・年末年始従業員数

雇用・労災・
健康・その他59歳

以下 その他の場合
0261-23-5612 月曜日は隔週で休診、火曜

は午前が休診。お盆、年末
年始従業員数 5人

長野県大町市

5人

長野県大町市

歯科衛生士 にこにこデンタルク
リニック

長野県大町市常盤３５８７番地
１

歯科医師 にこにこデンタルク
リニック

長野県大町市常盤３５８７番地
１

労災

不問
その他の場合

0261-75-1216 シフト制。有給休暇は法定
通り付与

従業員数

雇用・労災・
健康・その他不問

その他の場合
0261-23-5612 月曜日は隔週で休診、火曜

は午前が休診。お盆、年末
年始従業員数 5人 又は8時30分～19時30分の間

の4時間程度長野県大町市

10人

長野県北安曇郡白馬村

医療事務・受付事務 横澤歯科医院 長野県大町市大町４１７９－３

客室清掃 株式会社　パイプの
けむり

長野県北安曇郡白馬村大字北城
４４０３－２

雇用・労災・
健康・厚生不問

その他の場合
0261-22-1501 年末年始休暇（12/29～

1/3）
有給休暇は採用月から一定
日数を付与

従業員数

労災

不問
その他の場合

0261-22-1343 お盆休み　年末年始休み
土曜日は半日診療。有給休
暇は法定通りの付与従業員数 3人 又は8時30分～18時00分の間

の4時間以上長野県大町市

8人

長野県大町市

ホテルレストランでの接客業
務全般

株式会社　パイプの
けむり

長野県北安曇郡白馬村大字北城
４４０３－２

大北圏域障害者総合支援セン
ター「スクラムネット」相談
員

社会福祉法人　大町
市社会福祉協議会

長野県大町市大町１１２９番地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下

労災

不問
その他の場合

0261-75-1216 シフト制。有給休暇は法定
通り付与

従業員数 10人

長野県北安曇郡白馬村

レンタルマット・モップ交換
業務【松本・大町・安曇野】

株式会社　アイ・
コーポレーション事
業本部

長野県岡谷市神明町４－１０－
１

商工会議所共済・福祉制度推
進スタッフ【大町分室】

アクサ生命保険　株
式会社　松本営業所

長野県松本市中央１－２３－１
松本商工会館２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 その他の場合

0266-24-0110 会社カレンダーによる　＊
土曜・祝日に出勤の場合あ
り。年末年始　お盆従業員数 3人

長野県大町市　他

その他の場合
0263-36-5483 年末年始・夏季休暇・私傷

病休暇・有給休暇
従業員数 32人 又は9時15分～17時00分の間

の6時間長野県大町市

6人

長野県北安曇郡池田町

医療事務（池田町） 土屋薬品株式会社 長野県長野市大字栗田源田窪１
０００－１　長栄長野東口ビル
６階

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 その他の場合

026-283-5166 月～土曜日のうち１日
年末年始休暇あり

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４月２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。

【公共職業訓練（２ヶ月コース）のご案内】

◎医療事務・調剤薬局事務科

メディカルクラーク（医科）資格、調剤報酬請求事務技能認定資格の取得を目標に、２ヶ

月の短期集中訓練で早期就職を目指します！

・訓練期間 ５月２８日（金）～７月２７日（火）

・訓練施設 ニチイ学館 松本支店（松本市深志２－５－２６ 松本第一ビル １Ｆ）

・受講料 無料（教科書代等は自己負担）

・募集締切 ５月７日（金） ・選考日 ５月１４日（金）

・選考場所 長野県松本技術専門校（松本市寿北７丁目１６番１号）

５月６日（木）までにハローワーク相談窓口でご相談ください

※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、詳しくはハロー

ワーク紹介窓口までお問い合わせください。

【公共職業訓練（３ヶ月コース）のご案内】

◎介護・PC科

介護職員初任者研修修了資格とＷｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ３級資格の取得を目標に、介護

分野への就職を目指します！

・訓練期間 ６月１７日（木）～９月１６日（木）

・訓練施設 大北高等職業訓練校（大町市大町１０５８－１３）

・受講料 無料（教科書代等は自己負担）

・募集締切 ５月３１日（月） ・選考日 ６月７日（月）

・選考場所 長野県松本技術専門校（松本市寿北７丁目１６番１号）

５月２８日（金）までにハローワーク相談窓口でご相談ください

※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、詳

しくは紹介窓口までお問い合わせください。
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