
年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

  　　　　　　　（上田公共職業安定所）

　　　　　　　　℡　0268-23-8609
◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方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。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって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、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

  発行日：6月 14日

不問 (1)10時00分～19時00分

年齢不問
（従業員数 472人 ）

パート労働者 20010-13168991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 9時00分～15時00分

省令１号
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20040- 6458091 就業場所 長野県東御市

不問 (1) 6時00分～ 9時00分

年齢不問
（従業員数 420人 ）

パート労働者 20040- 6459391 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 簿記検定（日商２級）
簿記検定（全経２級）

省令２号
（従業員数 60人 ）

正社員 20040- 6469491 就業場所 長野県小県郡青木村
普通自動車免許ＡＴ

35歳以下 (1) 9時30分～19時00分

省令３号のイ
（従業員数 7人 ）

正社員 20040- 6476991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～16時00分
(2) 8時30分～12時30分

年齢不問
（従業員数 160人 ）

パート労働者 20040- 6479891 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

35歳以下 (1) 8時30分～17時45分

省令３号のイ
（従業員数 86人 ）

正社員 20040- 6480191 就業場所 長野県東御市
フレックス 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時10分～17時10分 普通自動車免許一種

省令１号
（従業員数 149人 ）

正社員 20040- 6432091 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 中型自動車免許一種

省令１号
（従業員数 3人 ）

正社員 20040- 6453791 就業場所 長野県上田市
交替制あり 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～15時00分 医療事務士
(2) 8時30分～16時30分

年齢不問
（従業員数 601人 ）

パート労働者 20040- 6457191 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 9時00分～15時00分

省令１号
（従業員数 2人 ）

パート労働者 15020- 9425791 就業場所 長野県上田市
交替制あり

18歳以上 (1)17時00分～ 8時30分
(2) 8時30分～17時00分

省令２号
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20010-12983291 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時10分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 90人 ）

正社員 20040- 6370691 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位）

35歳以下 (1) 8時20分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 4人 ）

正社員 20040- 6372491 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金

不問 (1) 9時00分～13時00分

年齢不問
（従業員数 601人 ）

パート労働者 20040- 6374891 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 8時30分～12時30分
(2)14時30分～18時00分

年齢不問 (3) 8時30分～18時00分
（従業員数 9人 ）

パート労働者 20040- 6375291 就業場所 長野県上田市

44歳以下 (1) 8時45分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 20人 ）

正社員 20040- 6385091 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金

お中元データ入力スタッ
フ＜急募＞

（株）ながの東急百貨店 長野県長野市南千歳１－１－１ 労災

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

一般事務【急募】 有限会社　かすがミール
サービス

長野県東御市和１４２５ 雇用・労災

825円～825円雇用期間の定めなし

郵便物の仕分け【急募】 日本郵便　株式会社　
上田郵便局

長野県上田市中央西２－２－２ 労災

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

経理（総務） 株式会社　キャステク 長野県小県郡青木村大字夫神１２８２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

185,000円～245,000
円

雇用期間の定めなし

商品買付・仕入（バイ
ヤー）

株式会社　はなおか 長野県上田市中央３丁目８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～200,000
円

雇用期間の定めなし

事務業務 東信医療生活協同組合 長野県上田市上塩尻３９３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

988円～1,604円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

一般事務≪急募≫ 株式会社　ミクニ 長野県東御市鞍掛１２０４－３ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～250,000
円

雇用期間の定めなし

生産管理職 株式会社　三葉製作所 長野県上田市中央東５－１４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

213,000円～303,000
円

雇用期間の定めなし

エクステリア、外構工事
全般

株式会社　Ｎｉｎｅ　Ａｒｃｓ 長野県上田市上田原７０７－３　クラエン
タービル１０６

雇用・労災・健
康・厚生

184,000円～230,000
円

雇用期間の定めなし

看護学校事務補助 独立行政法人　国立病
院機構　信州上田医療
センター

長野県上田市緑が丘１－２７－２１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,060円～1,060円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 8時30分～17時00

分の間の6時間以上
一般事務［上田店］ 株式会社　ＭＩＬＬＳ 新潟県長岡市大島本町２丁目甲５５２－

５
雇用・労災

821円～821円雇用期間の定めなし

電話交換＜夜間・休日
＞（鹿教湯）

株式会社　ＮＴＴネクシア　
長野オフィス

長野県長野市南千歳１－１２－７　新正
和ビル６階

雇用・労災

827円～1,100円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

品質管理・品質保証 丸子警報器　株式会社 長野県上田市上丸子１８８０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～350,000
円

雇用期間の定めなし

総務部事務全般 松山技研　株式会社 長野県上田市長瀬１０５０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～170,000
円

雇用期間の定めなし

地域医療連携室事務員 独立行政法人　国立病
院機構　信州上田医療
センター

長野県上田市緑が丘１－２７－２１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,060円～1,060円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 8時30分～17時15

分の間の6時間程度
事務・受付【急募】 医療法人　五野医院 長野県上田市小島２３７ 雇用・労災・健

康

850円～850円雇用期間の定めなし

経理及び総務 水野商工　株式会社 長野県上田市中央１－８－１３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～300,000
円

雇用期間の定めなし



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

  　　　　　　　（上田公共職業安定所）

　　　　　　　　℡　0268-23-8609
◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方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。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって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、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

  発行日：6月 14日

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～15時30分

年齢不問
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20040- 6386391 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

64歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令１号
（従業員数 20人 ）

正社員 20040- 6388991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

不問 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20040- 6394391 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 簿記検定（日商２級）
普通自動車免許ＡＴ

省令１号
（従業員数 6人 ）

正社員 20040- 6404291 就業場所 長野県小県郡長和町
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問
（従業員数 6人 ）

正社員以外 20040- 6409691 就業場所 長野県小県郡長和町

不問 (1) 9時00分～16時00分

年齢不問
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20040- 6423191 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～18時00分

省令１号
（従業員数 50人 ）

正社員 20040- 6307891 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 9時00分～15時00分

年齢不問
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20040- 6308291 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 8時30分～17時15分

年齢不問
（従業員数 39人 ）

パート労働者 20040- 6314791 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～18時00分

年齢不問
（従業員数 14人 ）

正社員以外 20040- 6318191 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20040- 6319091 就業場所 長野県上田市

不問

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期派遣パート 20040- 6324291 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 9時00分～17時00分
(2) 9時00分～13時00分

省令１号
（従業員数 8人 ）

パート労働者 20040- 6333291 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分
(2) 9時30分～18時30分

省令１号 (3) 9時00分～13時00分
（従業員数 8人 ）

正社員 20040- 6337391 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

省令１号
（従業員数 60人 ）

正社員 20040- 6344091 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許ＡＴ

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 60人 ）

正社員 20040- 6349791 就業場所 長野県小県郡青木村
フレックス 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 65人 ）

正社員以外 20040- 6357791 就業場所 長野県上田市

クリーニング集配・店舗
で受付け接客業務・軽
作業

株式会社　みつみ 長野県上田市神畑２２６－６ 雇用・労災

850円～1,000円雇用期間の定めなし

クリーニングスタッフ・受
付

株式会社　みつみ 長野県上田市神畑２２６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～160,000
円

雇用期間の定めなし

営業アシスタント 株式会社　三幸プレシ
ジョン

長野県上田市長瀬２８５１－３ 雇用・労災

850円～850円雇用期間の定めなし
又は 8時15分～17時20
分の間の5時間程度

企画提案・イベント営業
スタッフ

株式会社　Ｂｌｕｅ　Ｒｅｓｏ
ｒｔ　エコーバレー

長野県小県郡長和町姫木平　３５２４番
地

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～230,000
円

雇用期間の定めなし
又は 7時00分～18時00
分の間の8時間

経理・事務スタッフ（アル
バイト）

株式会社　Ｂｌｕｅ　Ｒｅｓｏ
ｒｔ　エコーバレー

長野県小県郡長和町姫木平　３５２４番
地

雇用・労災・健
康・厚生

159,216円～171,200
円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

事務補助（短期） 上田市役所 長野県上田市大手１丁目１１番１６号 雇用・公災

860円～860円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

一般事務及び葬祭業務 株式会社　レクスト・アイ 長野県上田市天神２－２－２ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～220,000
円

雇用期間の定めなし

一般事務（パソコンデー
タ入力）

株式会社　日商工営 長野県上田市古里１１０－３０ 雇用・労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし
又は 8時30分～17時30
分の間の5時間程度

事務補助 長野県　上田保健福祉
事務所

長野県上田市材木町１－２－６ 雇用・労災

909円～909円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

サービスフロント 株式会社　フジカーラン
ド上田

長野県上田市材木町２丁目１１－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～300,000
円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

サービスフロント（コバッ
ク）

株式会社　フジカーラン
ド上田

長野県上田市材木町２丁目１１－６ 雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 8時30分～18時00

分の間の5時間以上
（派）農機具販売会社で
の事務職／東御市

株式会社　ヒューマンイ
ンデックス

長野県上田市常田２－１３－４ 雇用・労災・健
康・厚生

830円～830円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 又は 8時30分～17時30

分の間の5時間程度
薬局事務 コスモファーマシー　株

式会社
長野県上田市秋和３６１－２ 雇用・労災・健

康・厚生・財形

900円～900円雇用期間の定めなし

薬局事務 コスモファーマシー　株
式会社

長野県上田市秋和３６１－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～220,000
円

雇用期間の定めなし

一般事務【急募】 長門運輸　株式会社 長野県東御市和２１１０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

142,800円～142,800
円

雇用期間の定めなし

製造業の営業 株式会社　キャステク 長野県小県郡青木村大字夫神１２８２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

178,000円～230,000
円

雇用期間の定めなし

工場管理（事務） オルガン針　株式会社 長野県上田市前山１番地 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～220,000
円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

  　　　　　　　（上田公共職業安定所）

　　　　　　　　℡　0268-23-8609
◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方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。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって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、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

  発行日：6月 14日

普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時30分～18時00分

省令１号
（従業員数 31人 ）

正社員 20040- 6363991 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問
（従業員数 13人 ）

パート労働者 20040- 6410491 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位）

44歳以下 (1) 8時20分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 43人 ）

正社員 20040- 6246191 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 7時40分～16時40分 普通自動車免許ＡＴ
その他の語学検定

省令１号
（従業員数 486人 ）

正社員 20040- 6249691 就業場所 長野県東御市 厚生年金基金
普通自動車免許一種

39歳以下 (1)10時00分～19時00分

省令３号のイ
（従業員数 1人 ）

正社員 20040- 6252891 就業場所 長野県上田市
司書

不問

年齢不問
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20040- 6266691 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令１号
（従業員数 85人 ）

正社員 20040- 6280091 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
変形（１年単位）

不問 (1) 8時30分～17時10分

年齢不問
（従業員数 75人 ）

正社員以外 20040- 6302391 就業場所 長野県上田市

一般事務／本社 株式会社　ユダ 長野県上田市秋和２３７－６ 雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～165,000
円

雇用期間の定めなし

つくり手コミュニケーター 株式会社　地元カンパ
ニー

長野県上田市上武石６７８ 雇用・労災・健
康・厚生

850円～1,250円雇用期間の定めなし

熱処理事業部／営業業
務係（事務職）

松山技研　株式会社 長野県上田市長瀬１０５０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～170,000
円

雇用期間の定めなし

法務事務（社内・社外向
け）

日信工業　株式会社 長野県東御市加沢８０１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～300,000
円

雇用期間の定めなし

一般事務・接客／ブロッ
コリー軽バンク

株式会社　ガイアスジャ
パン　「店舗名：ブロッコ
リー」

長野県上田市塩川１４７１番地 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～250,000
円

雇用期間の定めなし

一般事務及び図書館事
務（上田情報ライブラ
リー）【急募】

上田市教育委員会 長野県上田市天神１丁目８－１
　上田駅前ビルパレオ５階

雇用・労災・健
康・厚生

860円～860円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 9時15分～20時45

分の間の8時間程度
経営企画・情報システム
／正社員

株式会社　シーティーエ
ス

長野県上田市古里１１５番地 雇用・労災・健
康・厚生

251,000円～319,000
円

雇用期間の定めなし

物流業務（急募） ニチロ毛皮　株式会社　
丸子工場

長野県上田市生田３２４８番地 雇用・労災・健
康・厚生

135,000円～150,000
円

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）


