
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：8月 23日

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～15時00分

(2)10時00分～16時00分
年齢不問

（従業員数 11人 ）
パート労働者 20040- 8826791 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～16時00分

省令１号
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20040- 8829591 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～18時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8839091 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 8時20分～17時20分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8841491 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2) 8時30分～15時00分

年齢不問
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20040- 8800791 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 7時30分～12時00分
(2)13時00分～18時00分

年齢不問
（従業員数 80人 ）

パート労働者 20040- 8807691 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1) 8時30分～18時00分

省令１号
（従業員数 20人 ）

正社員 20040- 8816991 就業場所 長野県上田市
交替制あり

40歳以下 (1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分

省令３号のイ (3)10時00分～19時00分
（従業員数 4人 ）

正社員 20040- 8784691 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 68人 ）

パート労働者 20040- 8788891 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

年齢不問
（従業員数 8人 ）

正社員 20040- 8778491 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問
（従業員数 36人 ）

パート労働者 20040- 8777991 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～12時30分

年齢不問
（従業員数 5人 ）

無期雇用派遣 20141- 2965191 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 9時00分～16時00分

年齢不問
（従業員数 5人 ）

無期派遣パート 20141- 2967391 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 24人 ）

パート労働者 13120-15588591 就業場所 長野県長野市
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20040- 8738291 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

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8741691 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～17時15分 普通自動車免許一種

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8756191 就業場所 長野県上田市

一般事務【急募】 ワカバ工業　株式会社 長野県上田市富士山２４１６－８ 雇用・労災

900円～1,100円雇用期間の定めなし
又は 8時30分～16時00
分の間の5時間程度

介護・福祉用具のモニタ
リング【急募】

リーフケア　株式会社 長野県上田市真田町本原７７５－４ 雇用・労災・健
康・厚生

850円～1,000円雇用期間の定めなし

（紹介予定派遣）一般事
務／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

169,600円～184,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（派）プリンター製造会社
での評価事務／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

160,000円～160,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

一般事務 株式会社エービーシー・
一級建築士事務所

長野県上田市常田２－２７－２５ 雇用・労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし

事務 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

850円～950円雇用期間の定めなし

受付事務 下田眼科 長野県上田市常田１－１０－７８ 雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～210,000円雇用期間の定めなし

受付・柔道整復師助手
他／こもれび整骨院

株式会社　プロシード 長野県上田市中野３３５番地１４ 雇用・労災・健
康・厚生

140,000円～180,000円雇用期間の定めなし

事務補助 上田建設事務所 長野県上田市材木町１－２－６　上田合
同庁舎５階

雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

燃料配達・ＬＰメーター検
針

株式会社　小林燃料店 長野県上田市上丸子１６５１－２ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～300,000円雇用期間の定めなし

データチェック 株式会社　東京コン
ピューター

長野県上田市天神３－６－６ 雇用・労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし
又は 8時20分～17時30
分の間の5時間以上

（派）医療事務【受付・会
計】

有限会社　エージー 長野県諏訪郡下諏訪町５１９６－１　　　　　　　　　　　　　　
マウントビル１Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

159,000円～159,000円雇用期間の定めなし

（派）医療事務【受付・会
計】

有限会社　エージー 長野県諏訪郡下諏訪町５１９６－１　　　　　　　　　　　　　　
マウントビル１Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし

カード会員募集／北信・
東信地域

出光クレジット　株式会
社

東京都墨田区両国２丁目１０－１４　両
国シティコア１８階

労災

1,300円～1,300円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

（紹介予定派遣）営業企
画／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

176,000円～209,440円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（紹介予定派遣）オイル
総合商社でのルート営
業／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

193,600円～193,600円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（派）品質管理業務（ＩＳ
Ｏ等運用経験者）／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

162,750円～195,300円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）
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不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8757091 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 8時30分～17時20分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8758391 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時15分～17時00分 普通自動車免許一種

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8762891 就業場所 長野県上田市
医療事務士

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 45人 ）

正社員 20040- 8627191 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時10分～16時55分

省令３号のイ
（従業員数 213人 ）

正社員 20040- 8639491 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10分～16時55分

省令１号
（従業員数 213人 ）

正社員 20040- 8586291 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

44歳以下 (1) 8時15分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 63人 ）

正社員 20040- 8592791 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

40歳以下 (1) 8時25分～17時00分 普通自動車免許一種

省令３号のイ
（従業員数 83人 ）

正社員 20040- 8533991 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00分～17時00分

年齢不問
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20040- 8551891 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許一種

不問 (1)10時00分～16時00分
(2)11時00分～16時00分

年齢不問 (3)13時00分～17時00分
（従業員数 24人 ）

パート労働者 20040- 8559491 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～18時00分

省令１号
（従業員数 7人 ）

正社員 20040- 8562191 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) 8時30分～12時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)14時00分～19時00分

年齢不問
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20040- 8567491 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- 8568791 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 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 14人 ）

正社員 20040- 8569891 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～17時15分

省令１号
（従業員数 53人 ）

正社員 20010-17986491 就業場所 長野県佐久市
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
(2) 8時00分～13時00分

年齢不問 (3)12時00分～17時00分
（従業員数 50人 ）

パート労働者 20020-13830691 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

64歳以下

省令１号
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20110- 4348991 就業場所 長野県上田市

（派）福祉用具開発会社
での営業補佐と研究サ
ポート／上田

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

160,000円～160,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

（派）ガス会社での経理
事務／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

168,000円～168,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

（派）農機具メーカーで
の包装・出荷作業／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

176,410円～176,410円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

一般事務（介護・医療） 医療法人　緑風会 長野県東御市祢津３４３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～180,000円雇用期間の定めなし

人事総務職 東京特殊電線　株式会
社

長野県上田市大屋３００番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～280,000円雇用期間の定めなし

経理事務 東京特殊電線　株式会
社

長野県上田市大屋３００番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～280,000円雇用期間の定めなし

資材調達 東京精電　株式会社 長野県上田市蒼久保１２１６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

営業職≪急募≫ 山印醸造　株式会社　
丸子工場

長野県上田市腰越１５４４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

181,820円～252,800円雇用期間の定めなし

（派）個包装されたクッ
キーなどの検品・箱詰め

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

181,583円～181,583円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

一般事務 株式会社　ＹＣＣ・ＪＡＰＡ
Ｎ　ＭＡＮＡＢＩ外語学院

長野県上田市大手２－３－１　ＹＣＣビル 雇用・労災

850円～1,000円雇用期間の定めなし
又は 8時20分～17時20
分の間の5時間程度

広告デザイナー（上田本
社）

株式会社　マキノ 長野県上田市中之条１２６８－５１ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～190,000円雇用期間の定めなし

受付事務（コバック）【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

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
受付事務【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円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

受付事務【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

一般職（農業保険法に
基づく業務）（東信）

長野県農業共済組合 長野県長野市大字中御所字岡田７９番
地５

雇用・労災・健
康・厚生

173,703円～255,877円雇用期間の定めなし

業務用食材の配送及び
倉庫業務　≪急募≫（東
北信営業所）

アクティ　株式会社 長野県東筑摩郡山形村８２２８
松本倉庫　株式会社　２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

920円～920円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

一般事務・展示場営業
サポート（上田店）

株式会社　ダイトーコー
ポレーション

長野県佐久市長土呂５４８－６ 雇用・労災・健
康・厚生

830円～950円雇用期間の定めなし
又は 9時00分～18時00
分の間の6時間以上


