
職種 年齢 賃金 求人者名 就業時間 加入保険
必要な免許資格経験等

「あれば尚可」含む

月給 変形（1ヶ月単位） 休日 土日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～17時10分 週休2制 毎  週 第三種電気主任技術者

第一種電気工事士

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 25人 ※特記事項欄参照

正社員 230,000円～276,000円 20010-12497221 就業場所 長野県大町市

時給 変形（1ヶ月単位） 休日 土日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～17時00分 週休2制 毎  週 第二種電気工事士

(2)8時30分～17時30分 ２級ボイラー技士

TEL (3)7時30分～16時30分 危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 3人

パート労働者 930円～930円 20010-12581121 就業場所 長野県大町市

月給 交替制あり 休日 他

(1)5時15分～14時15分 週休2制 毎  週

(2)9時30分～18時30分

TEL (3)7時00分～16時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 4人

正社員以外 161,000円～220,000円 20010-12664521 就業場所 長野県大町市

日給 休日 日祝他 普通自動車運転免許

8,000円～9,000円 (1)8時30分～17時00分 週休2制 毎  週 警備業の有資格者歓迎

(2)22時00分～5時30分

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 月給換算額 従業員数 24人

正社員以外 172,800円～194,400円 20020-13649621 就業場所

日給 休日 日祝他 普通自動車運転免許

8,000円～9,000円 (1)8時30分～17時00分 週休2制 毎  週 警備業の有資格者歓迎

(2)22時00分～5時30分

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 月給換算額 従業員数 24人

正社員以外 172,800円～194,400円 20020-13650021 就業場所

時給 手打ちそば  野の花 休日 水木金土他

週休2制 毎  週

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 1人

パート労働者 900円～900円 20120- 1732721 就業場所 長野県大町市

一般事務  ≪急募≫ 月給 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35分 週休2制 その他 ＡＴ限定可

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 15人

正社員 160,000円～180,000円 20120- 1734221 就業場所 長野県大町市

トラック運転手  ≪急募≫ 月給 変形（1年単位） 休日 日他

(1)8時00分～17時25分 週休2制 その他

玉掛技能者

TEL 中型自動車免許

雇用期間の定めなし 従業員数 4人 大型自動車免許あれば尚

正社員 190,000円～220,000円 20120- 1735521 就業場所 長野県大町市 ユニック操作、玉掛け

美容業務及び見習い 月給 変形（1ヶ月単位） 休日 月他

(1)9時00分～18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） 従業員数 6人

正社員以外 175,800円～300,000円 20120- 1736421 就業場所 長野県大町市

美容業務及び見習い 時給 休日 月他

(1)9時00分～16時00分 週休2制 その他

(2)9時00分～14時00分

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 6人

パート労働者 1,000円～1,500円 20120- 1737321 就業場所 長野県大町市

フロント（遅番） 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） 従業員数 30人

パート労働者 1,000円～1,000円 20120- 1741821 就業場所 長野県大町市

夕食レストランスタッフ 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） 従業員数 30人

パート労働者 1,000円～1,250円 20120- 1742221 就業場所 長野県大町市

1

所在地・就業場所 休日

事業用電気工作物の保安業務
（大町市）

64歳
以下

一般財団法人  中部電気保
安協会長野支店

長野県長野市桐原１－５－８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の場合

・夏季休暇
６月～９月（３日間）
・年末年始休暇
１２月２９日～１月３日

栄養士

その他の場合

１週２休制
（曜日に関わらず）

設備管理
（大町市・大町合同庁舎）

69歳
以下

株式会社  サニウェイ
長野県長野市アークス１番１８号

雇用・労災

その他の場合

勤務表による
（月１８日休み）年末年始

消防設備士、冷凍機械責任者、ビル管理

交通誘導警備員
（中信地域）
【急募】

18歳以
上

チューリップライフ株式会社
松本営業所

長野県松本市大字和田４０２０
－２５

雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

年末年始休暇
１２／２９～１／３夏季休暇
８／１３～８／１４

長野県松本市・大町市  他

（嘱）栄養士（大町市）
れんげ荘

不問 日清医療食品株式会社
 中部支店

長野県長野市栗田源田窪１００ ０－１
長栄長野東口ビル７階

雇用・労災・
健康・厚生

不問 株式会社  美容室アリス
長野県大町市仁科町３１７１－ １

雇用・労災

美容師免許あれば尚可
その他の場合

又は9時00分～17時00分の間
の4時間程度

第１・３火曜日。 夏季・年末年始
休暇
（４日程度ずつ）

64歳
以下

株式会社  井内工務店 長野県大町市大町４８０２－６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の場合

当社年間カレンダー有。年 2～
3回程度祝日の出勤あ り。土曜
日はほぼ隔週休
（お盆や繁忙期等を除く）

（建設関連の事務経験あれば尚可）

64歳
以下

株式会社  井内工務店 長野県大町市大町４８０２－６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

小型移動式クレーン運転
技能者

その他の場合

当社年間カレンダーによる。

不問 株式会社  美容室アリス
長野県大町市仁科町３１７１－ １

雇用・労災・
健康・厚生

美容師

その他の場合

第１・３火曜日
夏季・年末年始休暇
（４日程度ずつ）希望あれば応
相談

    ◎ この情報は、ハローワーク大町から提供された求人情報の内、①就労場所が「大町市」
　      ②年齢が「不問」又は「18歳以上」などの求人を抜粋し作成した情報です。
　　　　シニア世代（おおむね60歳以上）限定の求人ではない旨ご了承ください。
 
    ◎ 詳しい内容などについては、必ずハローワーク大町の紹介窓口へお問い合わせ下さい。

    ◎ ハローワークでは、随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合も
　      あります。その際はご了承ください｡

    ☆ ハローワーク大町へお出かけの際は、「生涯現役相談センター」で閲覧した旨お伝え下さい。窓口へお繋ぎします。

そば店のホール係および
調理補助等

不問

長野県大町市平８０００－５０１

(1)10時30分～13時30分 労災

飲食業または接客業での実務経験あれ
ば尚可

その他の場合

正月休みは、元旦と２日です。
年次有給休暇は法定通りの付
与。

交通誘導警備員（中信地域）
（６０歳以上専用求人）
【急募】

60歳
以上

チューリップライフ
株式会社  松本営業所

長野県松本市大字和田４０２０
－２５

雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

年末年始休暇
１２／２９～１／３夏季休暇
８／１３～８／１４

18歳以
上

ホテルルートイン
信濃大町駅前

長野県大町市大町３１６７－７ (1)17時00分～21時30分 労災

その他の場合

１カ月毎のシフト制による年次
有給休暇は法定通り付与

不問 ホテルルートイン
信濃大町駅前

長野県大町市大町３１６７－７ (1)17時00分～22時00分 労災

その他の場合

１カ月毎のシフト制による年次
有給休暇は法定通り付与

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0261-22-5411

050-5576-7888

050-5576-7888

026-241-4991

026-227-3344

026-269-6710

0263-88-9240

0263-88-9240

0261-23-3684

0261-22-1126

0261-22-1126

0261-22-5411

長野県松本市・大町市  他
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職種 年齢 賃金 求人者名 就業時間 加入保険
必要な免許資格経験等

「あれば尚可」含む

調理品の温めや盛り付け等 日給 交替制あり 休日 他

7,200円～7,600円 週休2制 毎  週

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 月給換算額 従業員数 8人

正社員以外 155,880円～164,040円 20120- 1744421 就業場所 長野県大町市 実務経験あれば尚可

客室清掃（週５日） 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） 従業員数 30人

パート労働者 1,000円～1,000円 20120- 1745321 就業場所 長野県大町市

包装工【急募】 時給 休日 土日祝他

週休2制 毎  週

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 90人

パート労働者 930円～930円 20120- 1746621 就業場所 長野県大町市

郵便配達業務【大町】 時給 休日 土日祝

980円～1,540円 週休2制 毎  週 原動機付自転車免許

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 月給換算額 従業員数 75人

正社員以外 170,128円～267,344円 20120- 1753321 就業場所 長野県大町市

月給 北アルプス広域連合 変形（1ヶ月単位） 休日 他 普通自動車運転免許

164,900円～184,300円 (1)8時30分～17時00分 週休2制 その他

(2)16時00分～9時00分

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 時給換算額 従業員数 19人

パート労働者 1,088円～1,216円 20120- 1760421 就業場所 長野県大町市 実務経験あれば尚可

月給 北アルプス広域連合 変形（1ヶ月単位） 休日 他 普通自動車運転免許

164,900円～184,300円 (1)8時30分～17時00分 週休2制 その他

(2)16時00分～9時15分

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 時給換算額 従業員数 19人

パート労働者 1,088円～1,216円 20120- 1763921 就業場所 長野県大町市 実務経験あれば尚可

土木作業員 日給 休日 日祝他

10,000円～16,000円 週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし 月給換算額 従業員数 3人

正社員 220,000円～352,000円 20120- 1767821 就業場所 長野県大町市

薬剤師 月給 有限会社  林薬局 休日 日祝他

週休2制 毎  週

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 26人

正社員 350,000円～450,000円 20120- 1769521 就業場所 長野県大町市

日給 有限会社  伊藤建材 休日 日他 普通自動車運転免許

9,000円～17,000円 週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし 月給換算額 従業員数 7人

正社員 206,100円～389,300円 20120- 1770321 就業場所 長野県大町市

時給 休日 他

(1)17時00分～20時00分 週休2制 毎  週

(2)18時00分～21時00分

TEL (3)19時00分～22時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 100人

パート労働者 900円～900円 20120- 1782021 就業場所 長野県大町市

時給 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 従業員数 2人

パート労働者 2,000円～2,500円 20120- 1783721 就業場所 長野県大町市 宅地建物取引士の実務経

営業 月給 変形（1年単位） 休日 火水他 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 ＡＴ限定は要相談

TEL (2)9時00分～18時00分

雇用期間の定めなし 従業員数 2人

正社員 200,000円～300,000円 20120- 1784821 就業場所 長野県大町市

清掃  【期間雇用】 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） 従業員数 7人

パート労働者 900円～900円 20120- 1786521 就業場所 長野県大町市

出荷・在庫管理 時給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

1,000円～1,000円 (1)7時30分～16時30分 週休2制 毎  週

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 月給換算額 従業員数 100人

正社員以外 166,400円～166,400円 20120- 1787421 就業場所 長野県大町市

0261-22-6764

不問 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

その他の場合 調理師免許あれば資格手当の対象にな
ります

シフトによる。

5時30分～19時30分の間の8時
間程度

不問 ホテルルートイン
信濃大町駅前

長野県大町市大町３１６７－７ (1)9時30分～15時00分 雇用・労災

その他の場合

休日は１カ月毎のシフト制
（平日）になります。

不問 ラインハルト株式会社
 あづみ野工場

長野県大町市常盤９７２９－４ (1)9時00分～16時10分 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

会社カレンダーによる
（ＧＷ、夏期休暇、年末年始休
暇）

不問 日本郵便  株式会社
大町郵便局

長野県大町市大町３２０９ (1)7時50分～16時50分 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

（自動二輪免許あれば尚可）

支援員◆月額◆（鹿島荘）
【会計年度任用職員】

18歳以
上 長野県大町市大町１０５８番地 ３３  北

アルプス市町村会館内

雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合 福祉関連資格があれば尚可（求人に関す
る特記事項欄参照）

１か月の勤務計画に沿った休日
（土日祝・年末年始の出勤あり）

介護員◆（ひだまりの家）
【会計年度任用職員】

18歳以
上 長野県大町市大町１０５８番地

３３  北アルプス市町村会館内

雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合 福祉関連資格あれば尚可
（求人に関する特記事項欄参照）

１か月の勤務計画に沿った休日
（土日祝・年末年始の出勤あり）

64歳
以下

有限会社  一本木建設 長野県大町市常盤４７２６ (1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許

その他の場合

第２・４土曜日。
年末年始休暇・夏季休暇・年次
有給休暇

64歳
以下 長野県大町市大町３１７２－１ １

(1)9時00分～18時00分 雇用・労災・
健康・厚生

薬剤師

その他の場合

日曜日と祝日は当番あり。他、
休日、曜日は、相談の上決定し
ます。

一般土木作業及び除雪
【トライアル雇用併用求人】

64歳
以下

長野県大町市大町７０２５－９ (1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

年末年始・お盆。 第２・４土曜日
休み
（※天候等により休日変動）

あれば尚可：大型特殊自動車、車両系建
設機械運転技能など

製造補助【夕方ショート】
急募

不問 株式会社アサヒコ
アルプス大町工場

長野県大町市常盤９７２６－２ 労災

その他の場合

又は17時00分～22時00分の間
の3時間以上

営業（宅地建物取引士）
■急募

不問 有限会社  五十嵐木材
長野県大町市常盤６８５１－７６

9時00分～18時00分の間の3時
間

労災

宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引主任者）

その他の場合

相談にて決定。年次有給休
暇は法定通りの付与。

0261-21-1355 ローテーション

0261-22-3544

64歳
以下

有限会社  五十嵐木材
長野県大町市常盤６８５１－７６

雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合 経験不問ですが、ハウスメーカー等での
営業経験者は優遇

不問 株式会社
関電アメニックス
くろよん観光事業部

長野県大町市平２０１０－１７ (1)8時00分～16時00分 雇用・労災

その他の場合

ローテーションによる。 年次有
給休暇は法定通りの付与。

0261-22-3544

0261-22-2704

不問 株式会社アサヒコ
アルプス大町工場

長野県大町市常盤９７２６－２ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

0261-21-1355 ローテーション

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0261-23-0722

050-5576-7888

0261-23-2111

0261-22-0300

0261-22-6764

0261-22-8498
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所在地・就業場所 休日



職種 年齢 賃金 求人者名 就業時間 加入保険
必要な免許資格経験等

「あれば尚可」含む

製造補助【夜勤】《急募》 時給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

930円～930円 (1)19時00分～4時00分 週休2制 毎  週

(2)20時00分～5時00分

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 月給換算額 従業員数 100人

正社員以外 207,994円～207,994円 20120- 1790021 就業場所 長野県大町市

日給 休日 他 普通自動車運転免許

7,016円～7,016円 (1)7時00分～15時45分 週休2制 毎  週

(2)7時30分～16時15分

TEL (3)11時30分～20時00分

雇用期間の定めなし 時給換算額 従業員数 8人

パート労働者 877円～877円 20120- 1791721 就業場所 長野県大町市

製造補助【日勤】≪急募≫ 時給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

930円～930円 (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） 月給換算額 従業員数 100人

正社員以外 158,472円～158,472円 20120- 1792821 就業場所 長野県大町市

現場管理者および職長 月給 株式会社  長屋組 変形（1年単位） 休日 日祝他 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 従業員数 24人

正社員 300,000円～450,000円 20120- 1794521 就業場所 長野県大町市

土木作業員 日給 株式会社  長屋組 変形（1年単位） 休日 日祝他 普通自動車運転免許

12,000円～15,500円 (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 月給換算額 従業員数 24人

正社員 270,000円～348,750円 20120- 1795421 就業場所 長野県大町市

月給 株式会社  峯村組 変形（1年単位） 休日 日祝他 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 測量士補

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 25人

正社員 200,000円～320,000円 20120- 1796321 就業場所 長野県大町市

土木・建築現場の測量業務 月給 株式会社  峯村組 変形（1年単位） 休日 日祝他 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 下記どちらかの資格必須

測量士

TEL 測量士補

雇用期間の定めなし 従業員数 25人

正社員 240,000円～340,000円 20120- 1797621 就業場所 長野県大町市

土木建築現場技術者の補助 月給 株式会社  峯村組 変形（1年単位） 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 従業員数 25人

正社員 220,000円～320,000円 20120- 1798921 就業場所 長野県大町市

土木・建築現場技術者 月給 株式会社  峯村組 変形（1年単位） 休日 日祝他 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 ２級土木施工管理技士

２級建築施工管理技士

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 25人

正社員 220,000円～380,000円 20120- 1799121 就業場所 長野県大町市

客室接待係（仲居） 時給 休日 他

(1)6時00分～10時00分 週休2制 その他

(2)15時00分～22時00分

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 50人

パート労働者 1,000円～1,100円 20120- 1804221 就業場所 長野県大町市

館内清掃 時給 休日 他

週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 50人

パート労働者 900円～950円 20120- 1806421 就業場所 長野県大町市

洗い場 時給 休日 他

(1)6時00分～10時00分 週休2制 その他

(2)18時00分～23時00分

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 73人

パート労働者 890円～960円 20120- 1808621 就業場所 長野県大町市

布団敷き 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） 従業員数 73人

パート労働者 900円～1,000円 20120- 1811821 就業場所 長野県大町市

月給 休日 日他

週休2制 毎  週

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 238人

正社員以外 162,400円～162,400円 20120- 1812221 就業場所 長野県大町市

18歳以
上

株式会社アサヒコ
アルプス大町工場

長野県大町市常盤９７２６－２ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

ローテーション、
年間休日 １１０日

0261-21-1355

ガソリンスタンドスタッフ
《急募》シニア世代も可

不問 大町シェル石油
株式会社

長野県大町市大町１８６５ 雇用・労災・
財形

その他の場合

６か月経過後の年次有給休暇
は法定通り付与

あれば尚可：準中型免許以上または危険
物取扱者資格

0261-22-0885

不問 株式会社アサヒ
コアルプス大町工場

長野県大町市常盤９７２６－２ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

ローテーション、
年間休日１１０日

64歳
以下

長野県大町市大町３３５３－イ 雇用・労災・
健康・厚生

１級または２級の土木施工管理技士あれ
ば尚可

その他の場合

土木施工管理技士または実務経験者で
あれば尚可

0261-21-1355

0261-22-0508 １年単位の変形労働時間制の
取決めに準ずる
（当社カレンダーによる）

64歳
以下

長野県大町市大町３３５３－イ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

あれば尚可：大型自動 車・大型特殊自動
車・建設機械  等

土木・建築現場の測量業務補助
64歳
以下

長野県大町市大町１３００ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の場合 次の経験があれば尚可 測量業務経験、
測量補助業務経験、レーザース キャナー
操作経験

0261-22-0508 １年単位の変形労働時間制の
取決めに準ずる
（会社カレンダーによる）

0261-22-1233 会社カレンダーによる
（原則、第２・第４・第５土曜日休
み）

64歳
以下

長野県大町市大町１３００ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の場合

*その他の資格経験についての詳細は求
人票参照

64歳
以下

長野県大町市大町１３００ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車運転免許
１級・２級土木建築施工管理技士あれば
優遇
土木作業経験または土木建築施工管理
補助業務経験あれば尚可。
重機等の操作・大型自動
車免許などあれば尚歓

その他の場合

0261-22-1233 会社カレンダーによる
（原則、第２・第４・第５土曜日休
み）

0261-22-1233 会社カレンダーによる
（原則、第２・第４・第５土曜日休
み）

64歳
以下

長野県大町市大町１３００ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の場合

土木施工管理または建築施工管理の経
験
重機等の操作・大型自動
車免許などあれば尚歓

不問 有限会社
黒部ビューホテル

長野県大町市平大町２８９１－ ２  大町
温泉郷

労災

実務経験あれば尚可
その他の場合

ローテーションによります。
年次有給休暇は法定通り付与

0261-22-1233 会社カレンダーによる
（原則、第２・第４・第５土曜日休
み）

0261-22-3515

不問 有限会社
黒部ビューホテル

長野県大町市平大町２８９１－２  大町
温泉郷

(1)8時45分～15時00分 労災

その他の場合

ローテーションによりま す。
６ヶ月経過後の年次有給休暇
は週所定労働日数に応じて付
与

18歳以
上

株式会社  景水
（緑翠亭  景水） 長野県大町市平２８８４番地１ ３

雇用・労災

その他の場合

勤務表シフトによる。

0261-22-3515

0261-22-5501

不問 株式会社  景水
（緑翠亭  景水） 長野県大町市平２８８４番地１ ３

(1)18時00分～20時00分 労災

その他の場合

0261-22-5501 シフト表による。
６ヶ月経過後の年次有給休暇
は法定通り付与

地域限定社員
（パッケージ関連職）
◆トライアル雇用併用求人

61歳以
下

ホクト株式会社
大町きのこセンター

長野県大町市大字大町３５００
－２

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の場合

勤務表による（日曜日とその他
の曜日１日休み、土曜日は月１
～２回休み可（応相談）夏季・冬
季休暇

0261-26-3555

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

所在地・就業場所 休日
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38

39

40



職種 年齢 賃金 求人者名 就業時間 加入保険
必要な免許資格経験等

「あれば尚可」含む

月給 休日 日他

週休2制 毎  週

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 238人

正社員以外 173,400円～173,400円 20120- 1813521 就業場所 長野県大町市

時給 休日 日他

週休2制 毎  週

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 238人

パート労働者 915円～915円 20120- 1814421 就業場所 長野県大町市

フォークリフト作業員 月給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

(1)8時00分～16時00分 週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 41人

正社員 201,000円～245,000円 20120- 1816621 就業場所 長野県大町市

構内運転手（大型トラック） 月給 変形（1ヶ月単位） 休日 他 普通自動車運転免許

(1)8時00分～16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 従業員数 41人

正社員 201,000円～245,000円 20120- 1818121 就業場所 長野県大町市

時給 休日 他

(1)16時00分～23時00分 週休2制 毎  週

(2)17時00分～23時00分

TEL (3)18時00分～23時00分

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 48人

パート労働者 1,000円～1,225円 20120- 1826121 就業場所 長野県大町市

時給 休日 他

(1)14時00分～23時00分 週休2制 毎  週

900円～1,000円

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満） 月給換算額 従業員数 15人

正社員以外 155,700円～173,000円 20120- 1830421 就業場所 長野県大町市

時給 休日 他

(1)16時00分～22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） 従業員数 15人

パート労働者 877円～877円 20120- 1831321 就業場所 長野県大町市

時給 交替制あり 休日 日祝他

(1)8時00分～12時00分 週休2制 毎  週

(2)13時00分～17時00分

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 15人

パート労働者 879円～950円 20120- 1840321 就業場所 長野県大町市

時給 休日 日祝他

879円～900円 週休2制 毎  週

TEL

雇用期間の定めなし 月給換算額 従業員数 15人

正社員以外 148,375円～151,920円 20120- 1841621 就業場所 長野県大町市

時給 交替制あり 休日 他

(1)9時00分～15時00分 週休2制 その他

(2)17時00分～21時00分

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 15人

パート労働者 879円～1,000円 20120- 1842921 就業場所 長野県大町市

時給 交替制あり 休日 他

(1)8時00分～15時00分 週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 15人

パート労働者 879円～900円 20120- 1843121 就業場所 長野県大町市

月給 変形（1ヶ月単位） 休日 他

週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 15人

正社員 158,000円～242,000円 20120- 1844021 就業場所 長野県大町市

時給 休日 他

週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 15人

パート労働者 879円～900円 20120- 1845721 就業場所 長野県大町市

時給 交替制あり 休日 他

(1)10時00分～14時00分 週休2制 その他

(2)17時00分～20時00分

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 15人

パート労働者 879円～1,000円 20120- 1846821 就業場所 長野県大町市

地域限定社員
（きのこ栽培作業員）
◆トライアル雇用併用求人

61歳以
下

ホクト株式会社
大町きのこセンター

長野県大町市大字大町３５００
－２

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の場合

勤務表による（日曜日とその他
の曜日１日休み、土曜日は月１
～２回休み可（応相談）夏季・冬
季休暇

0261-26-3555

きのこ栽培作業員
（パッケージ関連）

61歳以
下

ホクト株式会社
大町きのこセンター

長野県大町市大字大町３５００
－２

8時30分～17時30分の間の5時
間以上

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の場合

勤務表による（日曜日とその他
の曜日１日休み、土曜日は月１
～２回休み可
（応相談）

0261-26-3555

64歳
以下

株式会社ダイショウ
大町支店

長野県大町市常盤６９０５－７ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許

その他の場合

１ヶ月８休。
お盆、年末年始。

64歳
以下

株式会社ダイショウ
大町支店

長野県大町市常盤６９０５－７ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

１ヶ月８休。
お盆、年末年始。

0261-22-0139

0261-22-0139

レジチェッカー業務及び
商品補充等【週５日】

18歳以
上

株式会社  西友  大町店 長野県大町市大町４６２２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

シフト制。
アニバーサリー休暇あり。年次
有給休暇は法定通り付与

【午後～夜】
リゾート温泉施設の運営スタッフ
（薬師の湯）

18歳以
上

大町温泉郷不動産開発
株式会社

長野県大町市平２８１１－４１ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

シフト制による

又は16時00分～23時00分の間
の6時間程度

0261-23-5789

0261-22-1616

リゾート温泉施設清掃係
（湯けむり屋敷  薬師の湯）

18歳以
上

大町温泉郷不動産開発
株式会社

長野県大町市平２８１１－４１ 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

シフト制
週３～４日出勤です。
年次有給休暇は法定通りの付
与。

又は16時00分～22時30分の間
の5時間程度

0261-22-1616

急募！◆清掃業務【４ｈ】
（市立大町総合病院）

不問 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 雇用・労災

送迎がありませんので就業場所へは各
自で出勤をお願いします

その他の場合

急募！◆清掃業務【８ｈ】
（市立大町総合病院）

64歳
以下

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 (1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

送迎がありませんので就業場所へは各
自で出勤をお願いします

その他の場合

0261-22-3643 社内規定による

0261-22-3643 社内規定による

急募！◆接客スタッフ
（明日香荘）

不問 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 雇用・労災

その他の場合

又は9時00分～21時00分の間
の4時間以上

0261-22-3643 シフト制。
６ヶ月経過後の年次有給休暇
は法定通りの付与

急募！◆おやきの製造
（明日香荘）

不問 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 雇用・労災

その他の場合

0261-22-3643 シフト制。
６カ月経過後の年次有給休暇
は法定通りの付与

急募！◆接客スタッフ
（明日香荘）

64歳
以下

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 雇用・労災・
健康・厚生

経験者優遇
その他の場合

7時00分～22時00分の間の8
時間程度

急募！◆宿泊施設の清掃
（明日香荘）

不問 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 (1)8時00分～14時00分 雇用・労災

その他の場合

0261-22-3643 シフト制

0261-22-3643 シフトにより。
６ヶ月経過後の年次有給休暇
は法定通り付与

急募！◆調理補助
（明日香荘）

不問 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 労災

その他の場合

0261-22-3643 シフト制。
６ヶ月経過後の年次有給休暇
は法定通りの付与

45
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所在地・就業場所 休日
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51

52

53

54

41

42

43

44



職種 年齢 賃金 求人者名 就業時間 加入保険
必要な免許資格経験等

「あれば尚可」含む

月給 変形（1年単位） 休日 他 普通自動車運転免許

週休2制 その他

TEL シフト制

雇用期間の定めなし 従業員数 15人

正社員 238,000円～334,000円 20120- 1847221 就業場所 長野県大町市

厨房調理員 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 （ＡＴ限定可）

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 33人

パート労働者 1,000円～1,000円 20120- 1853721 就業場所 長野県大町市

時給 交替制あり 休日 他 ホームヘルパー２級

(1)8時00分～12時30分 週休2制 毎  週 介護職員初任者研修修了

(2)8時30分～12時30分 上記どちらかの資格が必

TEL (3)17時30分～21時30分 介護の実務経験あれば尚

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 33人

パート労働者 950円～1,100円 20120- 1854821 就業場所 長野県大町市 普通自動車運転免許

時給 交替制あり 休日 他 ホームヘルパー２級

(1)8時30分～17時30分 週休2制 毎  週 介護職員初任者研修修了

(2)13時30分～17時30分 上記どちらかの資格が必

TEL (3)8時30分～12時30分 介護の実務経験あれば尚

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 33人

パート労働者 900円～1,100円 20120- 1855221 就業場所 長野県大町市 普通自動車運転免許

給食調理員（時給） 時給 大町市役所 休日 他

週休2制 毎  週

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 650人

パート労働者 925円～925円 20120- 1857421 就業場所 長野県大町市

工場内作業員 日給 株式会社  クマノ 変形（1年単位） 休日 日祝他

8,000円～9,000円 (1)8時00分～16時45分 週休2制 その他

TEL

雇用期間の定めなし 月給換算額 従業員数 12人

正社員 178,400円～200,700円 20120- 1858321 就業場所 長野県大町市

時給 休日 土日祝

週休2制 毎  週

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 0人

パート労働者 1,000円～1,000円 13140-10606621 就業場所 長野県大町市

バス運転士  ≪急募≫ 日給 交替制あり 休日 他

9,000円～10,000円 (1)8時40分～17時00分 週休2制 その他 大型自動車第二種免許

TEL シフト制

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 月給換算額 従業員数 30人

正社員以外 204,300円～227,000円 20120- 1725821 就業場所 長野県大町市 大型自動車運転経験者

瓶の洗浄作業及び配達 月給 有限会社  松田乳業 休日 土日他 普通自動車運転免許

週休2制 毎  週 ＡＴ限定可

TEL

雇用期間の定めなし 従業員数 18人

正社員 190,000円～210,000円 20120- 1723021 就業場所 長野県大町市

接客・調理／１４７号大町店 月給 株式会社  すき家 休日 他

週休2制 毎  週

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 15人

正社員以外 190,000円～210,000円 13040-83270821 就業場所 長野県大町市

月給 株式会社ハクブン 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ヶ月以上） 従業員数 4人

正社員以外 200,000円～400,000円 14150-12862521 就業場所 長野県大町市

受付・事務補助 時給 休日 木日祝他 普通自動車運転免許

(1)8時30分～18時00分 週休2制 毎  週

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 5人

パート労働者 1,050円～1,200円 20120- 1720621 就業場所 長野県大町市

接客・調理／１４７号大町店 月給 株式会社  すき家 休日 他

週休2制 毎  週

TEL

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上） 従業員数 15人

正社員以外 190,000円～210,000円 13040-82634321 就業場所 長野県大町市

時給 株式会社ハクブン 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） 従業員数 4人

パート労働者 1,000円～1,600円 14150-12805321 就業場所 長野県大町市 カット経験

急募！◆副支配人
（明日香荘）

64歳
以下

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 雇用・労災・
健康・厚生

あれば尚可：中型自動車免許、大型自動
車免許

その他の場合

人が好きで接客業務経験のある方。
体力があり明るい接客対
応ができる方。7時00分～21時00分の間の8時

間程度

0261-22-3643

不問 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

その他の場合

5時30分～19時30分の間の4時
間以上

ホームヘルパー  急！急募！
（特に夕方からを急募）

不問 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

その他の場合

又は8時30分～17時30分の間
の4時間以上

0261-22-0200 シフト制。
年次有給休暇は法定通り付与。

0261-22-0200 シフト制。
年次有給休暇は法定通り付与。

デイサービスヘルパー急募！
不問 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

その他の場合

不問 長野県大町市大町３８８７ (1)8時30分～13時15分 雇用・労災・
健康・厚生

0261-22-0200 シフト制。
年次有給休暇は法定通り付与。

その他の場合

有給休暇は市役所の規程によ
り付与されます

64歳
以下 長野県大町市常盤６９０５－１ ３

雇用・労災・
健康・厚生

あれば優遇：フォークリフト運転実務経験
又は重機操作の実務経験

その他の場合

第１・３土曜日。
お盆、年末年始

0261-22-0420

0261-22-2481

書類スキャニング及び ＰＣ入力
（長野県大町市）

不問 株式会社
福祉工房アイ・ディ・エス 東京都日野市日野台５－２２－３７

(1)9時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合042-584-6161

不問 株式会社
関電アメニックス
北アルプス交通事業部

長野県大町市平１８０－８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の場合

69歳
以下 長野県大町市大町俵町１５４５

番地

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

その他の場合

祝日は年間９日程度休みます

0261-22-1690

0261-22-0224

18歳以
上 東京都港区港南二丁目１８番１号  ＪＲ品

川イーストビル５階

22時00分～9時00分の間の8
時間程度

雇用・労災・
健康・厚生

その他の場合

シフト制
夏季２日、冬季２日

美容師・スタイリスト／
長野大町店

不問

神奈川県横浜市青葉区新石川３
－１５－１１  イワサキビルディング

雇用・労災・
健康・厚生

美容師

その他の場合

シフト制  ４週４休以上 就業時
間により月８日まで相談可。休
日出勤した場合は休日出勤手
当支給

03-6833-5064

0570-018-218

10時00分～18時00分の間の7
時間以上

不問 医療法人
平林耳鼻咽喉科医院 長野県大町市常盤５８９７－２ ７

雇用・労災

その他の場合

木曜休診。
休日は相談の上で決定。

又は8時30分～18時00分の間
の6時間程度

医療機関での勤務経験あれば尚可

0261-26-3030

その他の場合

シフト制
夏季２日、冬季２日

03-6833-5064

不問

0570-018-218

10時00分～18時00分の間の3
時間以上

神奈川県横浜市青葉区新石川３
－１５－１１  イワサキビルディング

労災

その他の場合

シフト制
＊出勤日数別に有給休暇があ
ります。

美容師・スタイリスト
【長野大町店】

18歳以
上 東京都港区港南二丁目１８番１号  ＪＲ品

川イーストビル５階

22時00分～9時00分の間の8
時間程度

雇用・労災・
健康・厚生

65
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所在地・就業場所 休日
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◎ 詳しくはハローワーク大町の職業相談窓口までお問合せ下さい。
　 また、掲載の他にも多数の求人がございますので、ぜひ、ハローワーク大町へお出かけ下さい。

　　※ 『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。
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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８月１２日（金）の予定です。


