
時給 休日 土日他

(1)8時00分～17時00分 週休2制 毎　週

890円～890円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

正社員以外 151,656円～151,656円 20010-14147921 就業場所

時給 休日 土日他 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)13時00分～18時00分

TEL

雇用期間の定めなし

パート労働者 877円～1,000円 20020-15428021 就業場所

月給 交替制あり 休日 他

(1)7時00分～16時00分 週休2制 毎　週

(2)8時00分～17時00分

TEL (3)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし

正社員 203,000円～250,000円 20020-15332821 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 ビルクリーニング技能士

(2)13時00分～17時00分

TEL

雇用期間の定めなし

パート労働者 890円～940円 20020-15371021 就業場所 清掃作業

時給 休日 他

(1)8時30分～16時40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 877円～970円 20120- 1968821 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 220,000円～360,000円 20120- 1969221 就業場所 実務経験あれば尚可

時給 変形（1年単位） 休日 日祝他

(1)8時30分～17時15分 週休2制 その他

877円～950円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

正社員以外 149,528円～161,975円 20120- 1970621 就業場所

時給 休日 他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時00分 週休2制 毎　週

897円～897円
TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

パート労働者 6,730円～6,730円 20120- 1966021 就業場所

時給 交替制あり 休日 他

(1)9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）

パート労働者 1,000円～1,100円 20120- 1967721 就業場所

時給 休日 他

(1)10時00分～16時00分 週休2制 なし

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

パート労働者 1,300円～1,500円 20120- 1962321 就業場所

月給 休日 土日他

(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 183,000円～197,000円 20120- 1963621 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～17時30分 週休2制 その他 準中型自動車免許

TEL

雇用期間の定めなし

正社員 175,600円～221,900円 20120- 1964921 就業場所

※Ｈ２９年３月以前に運
転免許取得の方は準中型
免許は不要。長野県大町市

その他の場合

0261-23-4441 会社カレンダー
＊年末年始、夏期休暇あり
※シフトにより、月１回程
度の土曜半日勤務がありま
す。

従業員数 6人

長野県大町市

ルート配送 渡辺パイプ株式会社
あずみのサービスセ
ンター

長野県大町市大町１５４７－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形40歳

以下

雇用・労災・
健康・厚生・
財形59歳

以下

フォークリフト運転技能
講習修了者であれば尚可

その他の場合

0261-21-1800 お盆（３～４日）、
年末年始（１２／３１～１
／４）
祝日出勤の場合もあり

従業員数 76人

0人

長野県北安曇郡白馬村

出荷業務【正社員】 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

ホテル清掃　【期間雇用】 ペンション　ひがし
やま白馬
（株式会社佳誠）

長野県北安曇郡白馬村大字北城
３０２０番地５７０

労災

不問

その他の場合

0261-85-0968 休日シフトによる

従業員数

雇用・労災

不問

その他の場合

0261-72-3250 年次有給休暇は法定通りの
付与

従業員数 70人

又は9時30分～15時00分長野県北安曇郡白馬村

650人

長野県大町市

ホテルスタッフ
ラウンジおよび個室風呂の管
理

ホテルシェラリゾー
ト白馬

長野県北安曇郡白馬村大字北城
１４８６３－６

一般事務　◆期間雇用 大町市役所 長野県大町市大町３８８７ 雇用・労災・
健康・厚生

不問

その他の場合

日給換算額

0261-22-0420 有給休暇は市役所の規定に
より付与されます

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生

不問

その他の場合

月給換算額

0261-23-3916 月１回平日休み。
お盆、年末年始、ゴールデ
ンウィーク従業員数 84人

長野県大町市

5人

長野県大町市

スパゲティの製造員
《急募》

株式会社あずみのふ
うず

長野県大町市平１７８－３

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

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
日は午前が休診です。
お盆、年末年始。週休２日
以上になるように休日をシ
フト表に設定します。

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生・
財形不問

その他の場合

0261-21-3200 会社カレンダーによる

従業員数 154人
又は8時30分～17時10分の間
の7時間以上長野県大町市

8人
又は7時00分～18時30分の間
の6時間程度長野県大町市

電極箔の特性検査 ニチコン製箔株式会
社　大町工場

長野県大町市社８２２４－１

日常清掃
大町市大町　工場敷地内

株式会社　クリーン
ライフ

長野県松本市島立２２３７－４
４

労災

64歳
以下 その他の場合

0263-47-8943

従業員数

雇用・労災・
健康・厚生

35歳
以下 その他の場合

0263-85-1205 シフトによる

従業員数 50人

長野県大町市･松本市　他

20人
又は8時30分～19時30分の間
の5時間程度長野県北安曇郡池田町

販売員（正社員） 株式会社　デリシア
中信エリア

長野県松本市大字今井７１５５
－２８

製造・仕上げ要員
（池田工場）

恵那ダンボール　株
式会社　松本工場

長野県松本市大字笹賀５９５０ 雇用・労災

59歳
以下 その他の場合

0573-25-3105 会社年間カレンダーによる

従業員数

026-226-1671 会社カレンダーによる。年
末年始、お盆休み

従業員数 34人

長野県大町市

加入保険 休日
必要な免許資格経験等
「あれば尚可」含む

（フルタイムパート）
食品製造ライン作業
（北アルプス大町）

株式会社　みすず
コーポレーション

長野県長野市若里１６０６ 雇用・労災・
健康・厚生

18歳
以上 その他の場合

月給換算額

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。

R4.9.2安

曇野週
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加入保険 休日
必要な免許資格経験等
「あれば尚可」含む

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 月火他

週休2制 なし

TEL

雇用期間の定めなし

パート労働者 900円～900円 20120- 1959721 就業場所

月給 変形（1年単位） 休日 日他 普通自動車運転免許

(1)8時15分～17時45分 週休2制 その他 大型特殊自動車免許

(2)9時00分～17時30分

TEL

雇用期間の定めなし

正社員 170,500円～200,000円 20120- 1960521 就業場所

時給 変形（1年単位） 休日 日他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時30分 週休2制 その他

(2)9時00分～17時30分

TEL

雇用期間の定めなし

パート労働者 950円～1,050円 20120- 1961421 就業場所

大型特殊自動車免許など
農耕車両等の運転免許が
あれば尚可0261-75-3301 年次有給休暇は法定通りの

付与

従業員数 25人

長野県北安曇郡白馬村

営業企画の補助・農作業 白馬農場　株式会社 長野県北安曇郡白馬村神城２４
１９７番地

雇用・労災

不問

その他の場合

その他の場合

0261-75-3301

従業員数 25人

長野県北安曇郡白馬村

年次有給休暇は法定通りの
付与

従業員数 2人
9時00分～18時00分の間の4
時間程度長野県大町市

総合職
（営業・企画・農作業）

白馬農場　株式会社 長野県北安曇郡白馬村神城２４
１９７番地

雇用・労災・
健康・厚生

45歳
以下

洋菓子製造・販売 コンディトライ・ア
ン・マリーレ

長野県大町市平１００７－３ 労災

不問

その他の場合

0261-85-0702

【開催場所：ハローワーク大町２階会議室】

ミニ面接会開催予定表（9月・10月分）

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９月９日（金）の予定です。

※ 『必要な免許資格経験等』 の項目には「あれば尚可」の資格も含まれているため、詳細は求人票でご確認ください。

◎ 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職業相談窓口までお問合せください。

☆ 【大北地域等の求人情報】 以下の各ホームページで、PDF形式により掲載しています。
◆ 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) 「おすすめから探す」→「求人情報」 （大北地域及び安曇野市分掲載）

◆ 小谷村役場（http://www.vill.otari.nagano.jp) 「行政情報はこちらから」→「暮らしの情報」→「お知らせ」→「ハローワーク求人情報」 （大北地域のみ掲載）

◆ 白馬村役場（https://www.vill.hakuba.lg.jp) 「行政サイト」→「ふるさと納税・移住定住」→「移住定住」→「働く」 （大北地域のみ掲載）

事業所（就業場所）

9月6日 （火） 10：00～11：45

10月5日 （水） 10：00～11：45

9月7日 （水） 10：00～11：30
(株)グローバル警備保障

（大北地域・安曇野地域）

9月27日 （火） 10：00～11：30
(有)幸和 ＰＴＳ事業部

（松川村、安曇野市他）

9月27日 （火） 13：00～15：00

開催日時 募集職種等

中部日本電子(株)

（池田町）

正社員（45歳以下）：生産管理、基板実装、医療器具製造、総務全般管理

正社員（59歳以下）：製造技術、経理事務

契約社員（18歳以上）：製造職、基板実装、総務全般管理

パート（年齢不問）：製造職

＊半日単位での休暇取得可能、会社独自の子育て支援制度有

正社員（18歳～69歳）交通誘導警備員・駐車場警備員

パート（18歳～69歳）交通誘導警備員・駐車場警備員

＊未経験者大歓迎　＊新人研修３日あり ＊夜間のみの勤務も可 ＊制服貸与　＊寮あり

派遣（年齢不問）：派遣先：㈱山本精機

　　　　　　　　　金属プレス加工、組立・検査、ﾏｼﾆﾝｸﾞｵﾍﾟﾚｰﾀｰ・NC旋盤作業

派遣（18歳以上）：派遣先：㈱ﾎﾟﾃﾄﾃﾞﾘｶ

　　　　　　　　　食品製造 仕込み作業、食品製造 原料作業

　※ 他の派遣先企業もあります。是非ご相談下さい。

アルピコタクシー(株)

　大町支社

（大町市）

正社員（18歳～64歳）：タクシー乗務員（普通二種免許無くても可）

　＊二種免許無い方応募可 （二種免許取得制度あり、取得費用会社負担、AT限定可）

　＊勤務日数・時間は相談に応じます。

※都合の良い日を予約してください
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