
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
18歳以上 (1) 8時30分～17時30分

省令２号
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20010-13158091 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時30分

省令１号
（従業員数 8人 ）

正社員 20040- 6428491 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00分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 8人 ）

正社員 20040- 6429791 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1) 8時10分～17時10分

省令１号
（従業員数 25人 ）

正社員 20040- 6444491 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 8時10分～17時10分

年齢不問
（従業員数 15人 ）

正社員以外 20040- 6448591 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 中型一種（８ｔ限定）

40歳以下 (1) 8時20分～17時10分 準中型自動車免許
中型自動車免許一種

省令３号のイ
（従業員数 7人 ）

正社員 20040- 6450691 就業場所 長野県小県郡長和町
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 9時00分～17時30分 自動車整備士（３級）

省令３号のイ
（従業員数 14人 ）

正社員 11030-20274391 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時30分～18時00分

省令３号のイ
（従業員数 6人 ）

正社員 13010-74004691 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時10分～17時10分

省令３号のイ
（従業員数 19人 ）

正社員 20040- 6369191 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
フレックス 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分
(2) 7時00分～19時00分

省令１号 (3)10時00分～15時00分
（従業員数 49人 ）

正社員 20040- 6411791 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 9時00分～17時30分

年齢不問
（従業員数 4人 ）

正社員以外 13040-76265891 就業場所 長野県上田市
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

44歳以下 (1) 8時20分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 11人 ）

正社員 20040- 6315891 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00分～17時00分

年齢不問
（従業員数 14人 ）

正社員以外 20040- 6317591 就業場所 長野県小県郡青木村 厚生年金基金
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 8時00分～17時15分

省令１号
（従業員数 19人 ）

正社員 20040- 6320991 就業場所 長野県小県郡長和町

18歳以上 (1) 0時00分～ 9時00分

省令２号
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 6327091 就業場所 長野県上田市

自動車用部品の組み立
て（東御市）

株式会社　グレート長野 長野市高田４１３ 雇用・労災・健
康・厚生

172,800円～224,640円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

自動車鈑金・塗装工／
正社員
≪急募≫

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円雇用期間の定めなし

建築板金作業 株式会社　井出板金 長野県上田市腰越１７４２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～250,000円雇用期間の定めなし

溶接工 株式会社　上原溶接所 長野県上田市腰越８０７ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～230,000円雇用期間の定めなし

溶接製品の仕上作業／
嘱託社員

株式会社　上原溶接所 長野県上田市腰越８０７ 雇用・労災・健
康・厚生

154,800円～172,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

機械加工及び配達 有限会社　ナカフジ 長野県小県郡長和町大字古町２４９２－
１

雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～220,000円雇用期間の定めなし

自動車（トラック）の整備
作業［上田市／上田Ｃ
Ｃ］

ＵＤトラックス　株式会社 埼玉県上尾市大字壱丁目１番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,100円～356,200円雇用期間の定めなし

ＦＲＰ防水工事等／上田
支店

株式会社　ピコイ 東京都千代田区神田東松下町１７
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

240,000円～350,000円雇用期間の定めなし

工作機械オペレータ／
未経験者

株式会社　トミック 長野県上田市富士山２５１１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～215,000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

アナログ電子回路設計 マリモ電子工業　株式会
社

長野県上田市諏訪形１０７１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～320,000円雇用期間の定めなし

ハンディプリンタの製造
に関わる業務／上田市

大崎データテック　株式
会社

東京都品川区東五反田２－１－１０　大
崎電気ビル

雇用・労災・健
康・厚生

149,250円～149,250円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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

卓上ボール盤作業員 株式会社　小林製作所 長野県上田市常田１－６－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

172,000円～184,000円雇用期間の定めなし

図面作成 株式会社　三協産業 長野県上田市国分１７８１ 雇用・労災・健
康・厚生

195,000円～270,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

木材加工／ナガト工場 齋藤木材工業　株式会
社

長野県小県郡長和町古町４２９４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～250,000円雇用期間の定めなし

部品の仕上げ作業／夜
勤

株式会社　辻総合クリ
エート　上田事業所

長野県上田市天神１－８－１　１Ｆ　４号 雇用・労災・健
康・厚生

169,680円～169,680円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）
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不問 (1) 8時10分～17時10分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 6328391 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 6329691 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

65歳以下 (1) 8時20分～17時00分

省令１号
（従業員数 17人 ）

正社員 20040- 6334591 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

65歳以下 (1) 8時20分～17時00分

省令１号
（従業員数 17人 ）

正社員 20040- 6335191 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

65歳以下 (1) 8時20分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 17人 ）

正社員 20040- 6336091 就業場所 長野県上田市

44歳以下 (1) 8時30分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 7人 ）

正社員 20040- 6339991 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

年齢不問
（従業員数 6人 ）

正社員 20040- 6347991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ
（従業員数 6人 ）

正社員 20040- 6348491 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
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時00分～17時10分

省令１号
（従業員数 14人 ）

正社員 20040- 6238191 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時00分

省令１号
（従業員数 6人 ）

正社員 20040- 6248391 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

省令１号
（従業員数 8人 ）

正社員 20040- 6250491 就業場所 長野県東御市
自動車整備士（２級）

44歳以下 (1)10時00分～19時00分 普通自動車免許一種

省令３号のイ
（従業員数 9人 ）

正社員 20040- 6255191 就業場所 長野県上田市
交替制あり

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分
(2)17時00分～ 1時15分

省令２号 (3) 0時45分～ 9時00分
（従業員数 2人 ）

有期雇用派遣 20040- 6260891 就業場所 長野県東御市
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
普通自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時20分～17時15分

省令１号
（従業員数 7人 ）

正社員 20040- 6264091 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20分～17時15分

省令３号のイ
（従業員数 7人 ）

正社員 20040- 6265391 就業場所 長野県上田市

製品の梱包と発送業務 株式会社　辻総合クリ
エート　上田事業所

長野県上田市天神１－８－１　１Ｆ　４号 雇用・労災・健
康・厚生

169,680円～169,680円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

クッキーなどの目視
チェック・包装・箱詰め作
業

株式会社　辻総合クリ
エート　上田事業所

長野県上田市天神１－８－１　１Ｆ　４号 雇用・労災・健
康・厚生

171,702円～179,878円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

溶接・組立工（経験者） 株式会社　下村鉄工所 長野県上田市塩川７１２－４ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～260,000円雇用期間の定めなし

機械加工オペレータ（経
験者）

株式会社　下村鉄工所 長野県上田市塩川７１２－４ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～260,000円雇用期間の定めなし

機器架台の組立（未経
験者）

株式会社　下村鉄工所 長野県上田市塩川７１２－４ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～200,000円雇用期間の定めなし

溶接作業、曲げ加工 有限会社　エーワン 長野県上田市山田２１８－４ 雇用・労災・健
康・厚生

162,000円～300,000円雇用期間の定めなし

機械オペレーター 有限会社　上田金型プ
リシジョン

長野県上田市築地１５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～300,000円雇用期間の定めなし

機械オペレーター／未
経験者

有限会社　上田金型プ
リシジョン

長野県上田市築地１５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～220,000円雇用期間の定めなし

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）

建機等修理・整備 滋野自動車　株式会社 長野県東御市滋野乙１５８９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～260,000円雇用期間の定めなし

精密機械部品の組立お
よび配送【急募】

株式会社　グリーン精工 長野県上田市下室賀１８７０ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～200,000円雇用期間の定めなし

冷暖房・空調工事および
メンテナンス

株式会社　日弘ヒーティ
ング　東信営業所

長野県東御市鞍掛５３７－４ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～330,000円雇用期間の定めなし

自動車メカニック／上田
店舗

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

（派）小型部品の組立／
東御市

株式会社　辻総合クリ
エート　上田事業所

長野県上田市天神１－８－１　１Ｆ　４号 雇用・労災・健
康・厚生

184,000円～192,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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

製造職（部品機械加工） 株式会社　ライジング 長野県上田市保野２５０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～300,000円雇用期間の定めなし

製造職（部品機械加工）
／未経験者

株式会社　ライジング 長野県上田市保野２５０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～200,000円雇用期間の定めなし
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普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 22人 ）

正社員 20040- 6289191 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問
（従業員数 39人 ）

正社員以外 20040- 6299391 就業場所 長野県東御市

機械組立 株式会社　イー・エム技
研

長野県上田市富士山２４１６－２１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

190,000円～280,000円雇用期間の定めなし

電子部品の組立・検査
【急募】

神栄キャパシタ　株式会
社

長野県東御市田中３１３番地 雇用・労災・健
康・厚生

146,160円～162,400円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）


