
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

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
18歳以上

省令２号
（従業員数 16人 ）

正社員以外 13040-78127091 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

18歳以上

省令２号
（従業員数 14人 ）

正社員以外 13040-78130491 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

60歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令１号
（従業員数 30人 ）

正社員 20040- 6466391 就業場所 長野県上田市 確定給付年金
普通自動車免許ＡＴ

不問

年齢不問
（従業員数 13人 ）

正社員 20040- 6473091 就業場所 長野県上田市
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
(2) 9時00分～18時00分

年齢不問 (3)10時00分～19時00分
（従業員数 13人 ）

正社員以外 20040- 6481091 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 8時00分～21時30分

省令１号
（従業員数 32人 ）

正社員 20070- 4704691 就業場所 長野県上田市
交替制あり

59歳以下 (1)10時00分～19時00分
(2)13時00分～22時00分

省令１号 (3)20時00分～ 5時00分
（従業員数 285人 ）

正社員 13070-55160891 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
変形（１ヶ月単位）

18歳～44 (1)15時00分～ 0時00分
(2)18時00分～23時00分

省令３号のイ (3)20時00分～ 5時00分
（従業員数 27人 ）

正社員 13170-26214091 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
普通自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時30分～17時00分

省令１号
（従業員数 8人 ）

正社員 15010-23052791 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
変形（１ヶ月単位） 危険物取扱者（乙種）

59歳以下 普通自動車免許一種

省令１号
（従業員数 9人 ）

正社員 20020-10270291 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

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- 6384191 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金
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ＡＴ

不問 (1) 9時00分～21時00分

年齢不問
（従業員数 11人 ）

正社員 20040- 6393091 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

18歳～59 (1) 8時00分～17時00分
(2)23時00分～ 8時00分

省令１号
（従業員数 6人 ）

正社員 20040- 6395691 就業場所 長野県小県郡長和町

不問

年齢不問
（従業員数 22人 ）

正社員 20040- 6407091 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位）

不問 (1) 9時30分～18時20分
(2)11時40分～20時30分

年齢不問 (3)12時00分～20時40分
（従業員数 3人 ）

正社員以外 13010-73830291 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1)22時00分～ 7時00分
(2) 0時00分～ 9時00分

省令２号
（従業員数 24人 ）

正社員以外 13040-75651491 就業場所 長野県上田市

店舗管理・運営（店長候
補）／上田中央店

株式会社　コシダカ 東京都港区浜松町２丁目４－１　世界
貿易センタービル２３階

雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～495,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 9時00分～ 8時59

分の間の8時間程度
店舗管理・運営（店長候
補）／上田秋和店

株式会社　コシダカ 東京都港区浜松町２丁目４－１　世界
貿易センタービル２３階

雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～495,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 9時00分～ 4時00

分の間の8時間程度
営業 トナミ運輸信越　株式会

社　上田営業所
長野県東御市本海野１７１７－１ 雇用・労災・健

康・厚生

197,000円～210,000円雇用期間の定めなし

スノーボードショップ販売
スタッフ

日信サービス　株式会
社

長野県上田市国分１－１－９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～250,000円雇用期間の定めなし
又は10時15分～19時15
分の間の8時間

ガソリンスタンド業務／
古里ＳＳ（アルバイト）

日信サービス　株式会
社

長野県上田市国分１－１－９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

172,800円～207,360円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 又は 8時00分～19時00

分の間の8時間以上
調理スタッフ（和洋食） 日本レクシー株式会社 長野県長野市神明５９番地１号 雇用・労災・健

康・厚生

145,000円～220,000円雇用期間の定めなし
又は 8時00分～21時30
分の間の8時間程度

２８０売場責任者・売場
責任者候補スタッフ　上
田店

株式会社ドン・キホーテ 東京都目黒区青葉台２－１９－１０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

220,000円～350,000円雇用期間の定めなし
又は 9時00分～ 8時59
分の間の8時間程度

正社員店舗スタッフ（目
利きの銀次　上田お城
口駅前店）

株式会社　モンテローザ
フーズ

東京都武蔵野市中町１－１７－３　６．
モンテローザ三鷹本社ビル

雇用・労災・健
康・厚生・財形

265,083円～438,139円雇用期間の定めなし

住宅販売営業員「幹部
候補」（上田支店／上田
市）「急募」

株式会社　パパまるハ
ウス

新潟市中央区湖南１番地２ 雇用・労災・健
康・厚生

275,000円～350,000円雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド店頭業
務　　（フルサービス）

サンリン　株式会社 長野県東筑摩郡山形村字下本郷４０８
２－３

雇用・労災・健
康・厚生

188,000円～300,000円雇用期間の定めなし
又は 7時00分～21時00
分の間の8時間

自動車部品関連営業 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～280,000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

和食調理 株式会社　松籟亭 長野県上田市別所温泉１６７４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～320,000円雇用期間の定めなし

スキー場ゲレンデ整備・
施設管理関連業務

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～350,000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

調理、調理補助、接客 海鮮炭火焼き処　らら和
んや

長野県上田市中央２丁目１３－７ 雇用・労災

180,000円～210,000円雇用期間の定めなし
又は15時00分～ 0時00
分の間の8時間程度

〔契約〕販売職（エニファ
ム／婦人服子供服）イオ
ン上田店

株式会社　オンワード樫
山

東京都中央区日本橋３丁目１０番５号
オンワードパークビルディング

雇用・労災・健
康・厚生

182,600円～264,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

接客・調理／１８号上田
大屋店

株式会社　中部すき家 東京都港区港南ニ丁目１８番１号　ＪＲ
品川イーストビル５階

雇用・労災・健
康・厚生

170,472円～190,472円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）
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変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1)22時00分～ 7時00分

(2) 0時00分～ 9時00分
省令２号

（従業員数 35人 ）
正社員以外 13040-75676691 就業場所 長野県上田市

変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1)22時00分～ 7時00分

(2) 0時00分～ 9時00分
省令２号

（従業員数 24人 ）
正社員以外 13040-75860091 就業場所 長野県上田市

変形（１ヶ月単位）
18歳以上 (1)22時00分～ 7時00分

(2) 0時00分～ 9時00分
省令２号

（従業員数 11人 ）
正社員以外 13040-75943991 就業場所 長野県上田市

変形（１ヶ月単位）
18歳～64 (1)19時30分～ 4時00分

(2)20時30分～ 5時00分
省令２号 (3)12時00分～20時00分

（従業員数 9人 ）
正社員 13080-52397691 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金

変形（１ヶ月単位）
18歳～64 (1)19時30分～ 4時00分

(2)20時30分～ 5時00分
省令２号 (3)12時00分～20時00分

（従業員数 7人 ）
正社員 13080-52400391 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金

変形（１ヶ月単位）
18歳～64

省令２号
（従業員数 23人 ）

正社員以外 13090-25276291 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位）

18歳～64

省令２号
（従業員数 23人 ）

正社員以外 13090-25373291 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
普通自動車免許ＡＴ

39歳以下 (1) 8時15分～17時15分

省令３号のイ
（従業員数 37人 ）

正社員 20040- 6309591 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
自動車整備士（３級）

59歳以下 (1)10時15分～19時15分 自動二輪車免許
普通自動車免許一種

省令１号
（従業員数 13人 ）

正社員 20040- 6310391 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

省令１号
（従業員数 14人 ）

正社員 20040- 6312991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 6326191 就業場所 長野県上田市
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
変形（１ヶ月単位）

45歳以下

省令３号のイ
（従業員数 25人 ）

正社員 04010-38564791 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)12時00分～21時00分

年齢不問
（従業員数 5人 ）

正社員以外 13040-73316091 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)12時00分～21時00分

年齢不問
（従業員数 5人 ）

正社員以外 13040-73317391 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)12時00分～21時00分

年齢不問
（従業員数 5人 ）

正社員以外 13040-73318691 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金

接客・調理／１８号上田
材木店

株式会社　中部すき家 東京都港区港南ニ丁目１８番１号　ＪＲ
品川イーストビル５階

雇用・労災・健
康・厚生

170,472円～190,472円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

接客・調理／１４３号上
田原店

株式会社　中部すき家 東京都港区港南ニ丁目１８番１号　ＪＲ
品川イーストビル５階

雇用・労災・健
康・厚生

170,472円～190,472円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

接客・調理／上田店 株式会社　中部すき家 東京都港区港南ニ丁目１８番１号　ＪＲ
品川イーストビル５階

雇用・労災・健
康・厚生

170,472円～190,472円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

カラオケ店社員／上田
店

株式会社　シン・コーポ
レーション

東京都新宿区山吹町３４６－６
日新ビル４階

雇用・労災・健
康・厚生

223,100円～332,430円雇用期間の定めなし

カラオケ店社員／上田
中之条店

株式会社　シン・コーポ
レーション

東京都新宿区山吹町３４６－６
日新ビル４階

雇用・労災・健
康・厚生

223,100円～332,430円雇用期間の定めなし

接客・調理／だんまや水
産　上田店／通勤／フ
ルタイムパート

養老乃瀧　株式会社 東京都豊島区西池袋１－１０－１５ 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～204,000円雇用期間の定めなし
又は15時00分～ 2時00
分の間の8時間

接客・調理／だんまや水
産　上田店／入寮／フ
ルタイムパート

養老乃瀧　株式会社 東京都豊島区西池袋１－１０－１５ 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～204,000円雇用期間の定めなし
又は15時00分～ 2時00
分の間の8時間

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

営業 株式会社　フジ技研 長野県上田市住吉１０３－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～220,000円雇用期間の定めなし

バイクの整備・バイク用
品の販売／古里事業所

日信サービス　株式会
社

長野県上田市国分１－１－９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～250,000円雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド業務全
般／古里事業所【急募】

日信サービス　株式会
社

長野県上田市国分１－１－９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～250,000円雇用期間の定めなし
又は 8時00分～19時00
分の間の8時間以上

（派）食材配達と調理補
助（７月中旬から開始）
／上田市

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

147,000円～147,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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

料理長候補［居酒屋　い
／上田店］

株式会社　アトム　東北
営業本部

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－１　
ＳＳ３０ビル２７階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

251,442円～348,700円雇用期間の定めなし
又は10時00分～ 1時00
分の間の8時間以上

住宅営業／タマホーム
上田店

タマホーム　株式会社 東京都港区高輪　３－２２－９
　タマホーム本社ビル

雇用・労災・健
康・厚生・財形

206,000円～467,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

住宅営業／タマホーム
上田店

タマホーム　株式会社 東京都港区高輪　３－２２－９
　タマホーム本社ビル

雇用・労災・健
康・厚生・財形

192,000円～454,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

住宅営業／タマホーム
上田店

タマホーム　株式会社 東京都港区高輪　３－２２－９
　タマホーム本社ビル

雇用・労災・健
康・厚生・財形

179,000円～441,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）



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

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
64歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令１号
（従業員数 0人 ）

正社員 15010-22647691 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 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

正社員以外 15010-22648991 就業場所 長野県上田市
交替制あり

不問 (1) 6時45分～16時00分
(2) 8時45分～18時00分

年齢不問 (3)10時30分～19時45分
（従業員数 55人 ）

正社員以外 15040- 5695091 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 17人 ）

正社員 20040- 6239091 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～17時30分

省令１号
（従業員数 1人 ）

正社員 20040- 6242791 就業場所 長野県上田市
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
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 4人 ）

正社員 20040- 6253291 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 5時30分～14時30分

省令１号
（従業員数 8人 ）

正社員 20040- 6261291 就業場所 長野県東御市
変形（１ヶ月単位） 調理師

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 栄養士
(2) 6時00分～15時00分

省令１号 (3)10時30分～19時30分
（従業員数 187人 ）

正社員 20040- 6282691 就業場所 長野県上田市
交替制あり

40歳以下 (1) 8時45分～17時45分
(2)11時00分～20時00分

省令３号のイ (3)12時15分～21時15分
（従業員数 4人 ）

正社員 20040- 6288591 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位）

59歳以下 (1) 6時30分～10時00分
(2)17時00分～21時00分

省令１号
（従業員数 22人 ）

正社員 20040- 6301091 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 普通自動車免許ＡＴ

省令１号
（従業員数 4人 ）

正社員 20050- 4359991 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分
(2)11時00分～20時00分

省令１号 (3)12時30分～21時30分
（従業員数 8人 ）

正社員 20111- 3628291 就業場所 長野県上田市

住宅営業（長野県上田
市）

株式会社　ステーツ（イ
シカワグループ）

新潟市江南区東早通１－１－４０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

215,000円～240,000円雇用期間の定めなし

住宅営業（長野県上田
市／契約社員）

株式会社　ステーツ（イ
シカワグループ）

新潟市江南区東早通１－１－４０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

215,000円～240,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

木材加工・販売スタッフ
（上田店・準社員）

ホームセンタームサシ　
（アークランドサカモト
（株））

新潟県三条市上須頃４４５番地 雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～211,200円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

営業／集配業務 有限会社　プロテック 長野県上田市上田原１１９４－７ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～270,000円雇用期間の定めなし

保険営業 井戸田工務店 長野県上田市五加５５７－３ 雇用・労災

151,000円～280,000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

販売スタッフ 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

180,000円～350,000円雇用期間の定めなし

弁当製造 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・健
康・厚生

150,000円～150,000円雇用期間の定めなし

栄養士または調理師 医療法人　健静会　上
田病院

長野県上田市中央１丁目３－３ 雇用・労災・健
康・厚生

151,000円～161,000円雇用期間の定めなし

ジュエリー販売【急募】 カンダキラット　株式会
社　「キラット　アリオ上
田店」

長野県上田市天神３丁目５－１　イトー
ヨーカドーアリオ上田店１Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～250,000円雇用期間の定めなし

サービス業務（朝・夜） 株式会社　上田温泉 長野県上田市大手１丁目２番２号 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～230,000円雇用期間の定めなし

ポスティングの企画営業
【まかせて上田】

有限会社　ペーパー・
シャワーズ

長野県飯田市上郷別府１６９７－５ 雇用・労災・健
康・厚生

202,000円～302,000円雇用期間の定めなし

生活雑貨ホームバザー
の
店舗スタッフ（上田店）

株式会社　カーメルウォ
ンツ

長野県北佐久郡軽井沢町追分１６１２
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

168,800円～168,800円雇用期間の定めなし


