
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） 大型自動車免許一種
44歳以下 (1)18時30分～ 4時00分 フォークリフト技能者

省令３号のイ
（従業員数 28人 ）

正社員 20040- 6467691 就業場所 長野県東御市 確定給付年金
変形（１年単位） 中型自動車免許一種

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

省令１号
（従業員数 11人 ）

正社員 20040- 6431191 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 8時40分～17時30分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 6433391 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
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 1人 ）

正社員 20040- 6398791 就業場所 長野県上田市
特定曜日のみ(2)(3)

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分

省令１号 (3) 7時00分～16時00分
（従業員数 90人 ）

正社員 20040- 6419991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

44歳以下 (1) 9時30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- 6316291 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

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

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- 6341291 就業場所 長野県東御市
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 電気工事士（第１種）

省令３号のイ
（従業員数 6人 ）

正社員 20040- 6350591 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 31人 ）

正社員 20040- 6362691 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

不問 (1) 8時45分～18時15分

年齢不問
（従業員数 89人 ）

正社員以外 23170- 9006991 就業場所 長野県東御市
変形（１年単位） 中型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時05分 普通自動車免許一種

年齢不問
（従業員数 4人 ）

正社員 20040- 6245591 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
中型自動車免許一種

不問 (1) 7時30分～16時30分
(2)13時30分～21時30分

年齢不問
（従業員数 50人 ）

正社員 20040- 6251791 就業場所 長野県上田市

大型長距離ドライバー／
近距離深夜

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

365,000円～380,000円雇用期間の定めなし

清掃作業員 有限会社　シーエスエス
サービス

長野県上田市諏訪形１０９４－３ 雇用・労災・健
康・厚生

181,000円～301,000円雇用期間の定めなし

（派）製品のピッキング、
出荷業務

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

172,120円～172,120円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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

太陽光発電システム設
置工事等

株式会社　いいだ技研 長野県上田市古里１０６５ 雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～286,000円雇用期間の定めなし

看護補助 医療法人　清泰会　「メ
ンタルサポート　そよか
ぜ病院」

長野県上田市塩川３０５７番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

146,000円～156,000円雇用期間の定めなし

食材宅配 株式会社　ヨシケイ長野　
上田営業所

長野県上田市国分７４１－１９ 雇用・労災・健
康・厚生

157,500円～157,500円雇用期間の定めなし

（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）

ユニットハウス玉掛作業
員≪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

250,000円～350,000円雇用期間の定めなし

空調工事 有限会社　ビーアンドエ
ル

長野県上田市下塩尻１６３－３ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～240,000円雇用期間の定めなし

商品管理・ピッキング・
梱包作業

株式会社　ユダ 長野県上田市秋和２３７－６ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～210,000円雇用期間の定めなし

【急募】軽四セールスドラ
イバー職（上田営業所）

佐川急便株式会社 愛知県小牧市大字三ツ渕惣作１３５０ 雇用・労災・健
康・厚生

154,800円～154,800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

配管工 株式会社　叶登設備 長野県東御市和７０３０－３ 雇用・労災・厚
生

180,000円～300,000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

配送、構内作業 株式会社　エフビーエス 長野県上田市中央東１２－１８ 雇用・労災・健
康・厚生

140,000円～240,000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) 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年単位） 大型自動車免許一種

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 23人 ）

正社員 20040- 6262591 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) 8時10分～17時00分 フォークリフト技能者
その他の車両船舶運転

省令１号
（従業員数 44人 ）

正社員 20040- 6285791 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 大型自動車免許一種

59歳以下 (1) 7時50分～16時40分

省令１号
（従業員数 5人 ）

正社員 20040- 6290691 就業場所 長野県小県郡長和町
変形（１年単位） その他の車両船舶運転

64歳以下 (1) 8時10分～17時00分 フォークリフト技能者
普通自動車免許一種

省令１号
（従業員数 55人 ）

正社員 20040- 6291991 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30分～18時00分

省令１号
（従業員数 148人 ）

正社員 20040- 6304991 就業場所 長野県上田市

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

大型運転手、兼作業員 株式会社　関根商店 長野県上田市住吉３１６－２ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～300,000円雇用期間の定めなし

産業廃棄物及び一般廃
棄物の受入選別作業

小柳産業　株式会社 長野県上田市材木町２－１２－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～260,000円雇用期間の定めなし

砕石作業全般 高見沢砕石　株式会社 長野県小県郡長和町古町４００６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～220,000円雇用期間の定めなし

廃棄物の収集運搬選別
作業

小柳産業　株式会社 長野県上田市材木町２－１２－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～260,000円雇用期間の定めなし

送迎・営繕・庶務 医療法人　光仁会 長野県上田市保野７１０ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～170,000円雇用期間の定めなし


