
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

交替制あり ホームヘルパー２級
18歳～59 (1) 8時40分～17時30分 介護職員初任者研修

(2)17時00分～ 9時00分
省令１号

（従業員数 145人 ）
正社員 20040- 8825491 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
18歳以上 (1) 8時30分～17時15分

(2)11時45分～20時30分
省令２号 (3) 7時15分～16時00分

（従業員数 46人 ）
正社員以外 20040- 8838191 就業場所 長野県上田市

美容師
不問 (1) 9時30分～18時30分

年齢不問
（従業員数 2人 ）

正社員 20070- 6315091 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10分～17時10分

省令３号のイ
（従業員数 231人 ）

正社員 20070- 6354291 就業場所 長野県埴科郡坂城町 確定給付年金
変形（１ヶ月単位）

18歳～44

省令２号
（従業員数 30人 ）

正社員 23020-63586291 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

64歳以下 普通自動車免許ＡＴ

省令１号
（従業員数 30人 ）

正社員 23020-63588191 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
変形（１ヶ月単位）

不問

年齢不問
（従業員数 32人 ）

正社員以外 23020-63589091 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

44歳以下 (1) 9時00分～18時00分
(2)11時15分～20時15分

省令３号のイ (3)10時45分～19時45分
（従業員数 239人 ）

正社員 20010-18128591 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

40歳以下 (1) 8時45分～17時45分 普通自動車免許ＡＴ

省令３号のイ
（従業員数 23人 ）

正社員 20040- 8804191 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 35人 ）

正社員 20040- 8815691 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

35歳以下 (1)10時00分～19時00分

省令３号のイ
（従業員数 5人 ）

正社員 20040- 8824991 就業場所 長野県東御市
変形（１ヶ月単位） 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 14人 ）

正社員 15020-12573691 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
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時15分 保健師
介護支援専門員

年齢不問
（従業員数 5人 ）

正社員 20040- 8786491 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
(2) 5時00分～14時00分

年齢不問
（従業員数 2人 ）

正社員 20040- 8791391 就業場所 長野県小県郡青木村 厚生年金基金
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 13人 ）

正社員 20060- 6907891 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～17時30分 社会福祉士

年齢不問
（従業員数 9人 ）

正社員 20110- 4403991 就業場所 長野県上田市

介護職員（老健） 医療法人　共和会　塩
田病院

長野県上田市中野２９－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

185,000円～260,000円雇用期間の定めなし

生活支援員 社会福祉法人　かりが
ね福祉会

長野県上田市真田町長６４３０－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～200,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

美容師（上田店） 日本電話電気長野株式
会社

長野県長野市川中島町御厨字児子石
８５７－３

雇用・労災・健
康・厚生

260,000円～450,000円雇用期間の定めなし

営業 株式会社　都筑製作所 長野県埴科郡坂城町大字坂城６６４９
－１

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～240,000円雇用期間の定めなし

店舗スタッフ・店長候補
／
ステーキ宮　上田店

株式会社　アトム 愛知県名古屋市中区錦２－２－２　名
古屋丸紅ビル１５階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

220,000円～400,000円雇用期間の定めなし
又は10時00分～ 0時00
分の間の8時間以上

調理スタッフ・料理長候
補／
ステーキ宮　上田店

株式会社　アトム 愛知県名古屋市中区錦２－２－２　名
古屋丸紅ビル１５階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

220,000円～400,000円雇用期間の定めなし
又は10時00分～23時00
分の間の8時間以上

飲食店運営［Ｍ８］
ステーキ宮・上田店

株式会社　アトム 愛知県名古屋市中区錦２－２－２　名
古屋丸紅ビル１５階

雇用・労災・健
康・厚生

188,200円～188,200円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 9時00分～ 0時00

分の間の8時間
販売（店長候補：上田
市・佐久市）

株式会社　酒のスー
パータカぎ

長野県長野市稲葉日詰２７７７－１ 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

屋外広告・看板・ディス
プレイ営業業務

株式会社　日広 長野県上田市住吉６７－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～310,000円雇用期間の定めなし

営業職 石井電気工業　株式会
社

長野県上田市古里１５６８－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

174,000円～204,000円雇用期間の定めなし

店舗業務全般 株式会社　小林商会 長野県東御市県５３７－Ｉ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～200,000円雇用期間の定めなし

配達およびルート営業
［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・健
康・厚生

180,000円～180,000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

相談員／川西地域包括
支援センター

社会福祉法人　上田し
いのみ会

長野県上田市下室賀２８２６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

174,000円～224,000円雇用期間の定めなし

農産物の営業・生産管
理

ブルーヴィ　株式会社 長野県小県郡青木村大字殿戸２０６－
３

210,000円～300,000円雇用期間の定めなし

営業職（ルートセール
ス）

ＮＣＣ株式会社 長野県伊那市西春近２４３１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

190,000円～330,000円雇用期間の定めなし

生活相談員・インストラ
クター（ジョイリハながの
上田原）

相馬商事　株式会社 長野県佐久市野沢１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

167,000円～251,000円雇用期間の定めなし
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変形（１ヶ月単位）
不問 (1)10時00分～19時00分

年齢不問
（従業員数 4人 ）

正社員以外 22010-22594691 就業場所 長野県上田市

59歳以下

省令１号
（従業員数 2人 ）

正社員 13070-76606291 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

18歳～62 (1) 7時30分～16時30分
(2)10時30分～19時30分

省令１号 (3)22時00分～ 7時00分
（従業員数 56人 ）

正社員 20040- 8769991 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

18歳～62 (1) 7時30分～16時30分 介護福祉士
(2)10時30分～19時30分

省令１号 (3)22時00分～ 7時00分
（従業員数 22人 ）

正社員 20040- 8771291 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位）

44歳以下 (1) 9時30分～19時00分

省令３号のイ
（従業員数 5人 ）

正社員 13010- 3443292 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
中型二種（５トン限定

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許
中型一種（８ｔ限定）

省令３号のイ
（従業員数 8人 ）

正社員 20040- 8646991 就業場所 長野県東御市
準中型一種（５トン限

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許
中型一種（８ｔ限定）

省令３号のイ
（従業員数 8人 ）

正社員 20040- 8648791 就業場所 長野県東御市
準中型一種（５トン限

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許
中型一種（８ｔ限定）

省令３号のイ
（従業員数 8人 ）

正社員 20040- 8649891 就業場所 長野県東御市
準中型一種（５トン限

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許
中型一種（８ｔ限定）

省令３号のイ
（従業員数 8人 ）

正社員 20040- 8651091 就業場所 長野県東御市

不問 (1) 5時00分～21時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8713591 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 7時30分～21時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8722191 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時10分～17時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8736791 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 7時00分～11時00分
(2)16時00分～21時00分

年齢不問 (3)12時00分～22時00分
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8740391 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

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8750991 就業場所 長野県上田市

不問 (1)10時00分～19時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8760491 就業場所 長野県上田市

59歳以下

省令１号
（従業員数 35人 ）

正社員 20040- 8632291 就業場所 長野県東御市

59歳以下

省令１号
（従業員数 35人 ）

正社員 20040- 8633591 就業場所 長野県東御市

店舗スタッフ（フルタイム
契約社員）／上田市

株式会社　メガネトップ　
（眼鏡市場・アルク・レン
ズスタイル・レンズダイレ
クト）

静岡県静岡市葵区伝馬町８－６ 雇用・労災・健
康・厚生

185,650円～185,650円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

対面営業　見直しプラン
ナー／上田アリオ店

株式会社保険見直し本
舗

東京都渋谷区桜丘町２０－１　渋谷イン
フォスタワー　６Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～250,000円雇用期間の定めなし
又は 9時00分～21時00
分の間の7時間程度

介護職員（特別養護老
人ホーム）

社会福祉法人　恵仁福
祉協会　「高齢者総合福
祉施設　アザレアンさな
だ」

長野県上田市真田町長７１４１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

152,500円～178,000円雇用期間の定めなし

訪問介護職員 社会福祉法人　恵仁福
祉協会　「高齢者総合福
祉施設　アザレアンさな
だ」

長野県上田市真田町長７１４１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

178,000円～226,000円雇用期間の定めなし

保険アドバイザー（窓口
業務）／ほけんの窓口　
上田店

ほけんの窓口グループ　
株式会社

東京都千代田区丸の内１丁目８番２号　
鉄鋼ビルディング２０階

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～300,000円雇用期間の定めなし

住宅リフォーム営業 太陽リビング　株式会社 長野県東御市常田４４４－２７ 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

住宅リフォーム現地調査
（インスペクター）

太陽リビング　株式会社 長野県東御市常田４４４－２７ 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

住宅リフォーム積算・発
注管理

太陽リビング　株式会社 長野県東御市常田４４４－２７ 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

リフォームプランナー 太陽リビング　株式会社 長野県東御市常田４４４－２７ 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

（派）調理補助／別所温
泉

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

184,800円～184,800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 又は 5時00分～21時00

分の間の8時間
（派）接客・配膳／別所
温泉

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

184,000円～184,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

（紹介予定派遣）営業 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

178,080円～178,080円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（紹介予定派遣）接客・
配膳／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

188,160円～188,160円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（紹介予定派遣）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

176,000円～176,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

（派）ＱＲコード決済の
セールスプロモーション
／東信エリア

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

192,000円～192,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ショッピングコーナーレジ
係

千曲観光　株式会社　
「東部湯の丸サービスエ
リア　下り線」

長野県東御市祢津１８５３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～160,000円雇用期間の定めなし
又は 7時30分～20時30
分の間の7時間以上

軽食コーナー（実働７．５
ｈ）

千曲観光　株式会社　
「東部湯の丸サービスエ
リア　下り線」

長野県東御市祢津１８５３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～160,000円雇用期間の定めなし
又は13時30分～22時00
分の間の7時間以上



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：8月 23日

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 9時00分～17時45分

省令１号
（従業員数 8人 ）

正社員 20110- 4382791 就業場所 長野県東御市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 9時00分～17時45分

省令１号
（従業員数 8人 ）

正社員 20110- 4384291 就業場所 長野県東御市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 9時00分～17時45分

省令１号
（従業員数 8人 ）

正社員 20110- 4389691 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) 9時00分～17時45分

省令１号
（従業員数 8人 ）

正社員 20110- 4392891 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位） 登録販売者（医薬品）

不問

年齢不問
（従業員数 0人 ）

正社員以外 10020-16657191 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

18歳～59 (1) 8時00分～17時00分 危険物取扱者（丙種）
(2) 9時30分～18時30分

省令１号 (3)15時00分～23時00分
（従業員数 6人 ）

正社員以外 20010-17953891 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40分～19時10分

省令１号
（従業員数 5人 ）

正社員 20040- 8582991 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40分～19時10分

省令１号
（従業員数 4人 ）

正社員 20040- 8583491 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30分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 12人 ）

正社員 20040- 8588191 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30分

省令１号
（従業員数 12人 ）

正社員 20040- 8590991 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15分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 63人 ）

正社員 20040- 8591491 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

59歳以下 (1) 6時30分～15時30分 介護職員初任者研修
(2)10時30分～19時30分

省令１号 (3)16時30分～10時30分
（従業員数 0人 ）

正社員 20040- 8611391 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

40歳以下 (1) 9時00分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 48人 ）

正社員 23030-19883791 就業場所 長野県上田市 確定給付年金
変形（１年単位）

35歳以下 (1)10時00分～19時00分
(2)12時00分～21時00分

省令３号のイ
（従業員数 5人 ）

正社員 26010-25770991 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位）

18歳～59 (1)15時00分～ 0時00分
(2)18時00分～23時00分

省令１号 (3)20時00分～ 5時00分
（従業員数 30人 ）

正社員 13170-37170591 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
普通自動車免許ＡＴ

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許一種

省令３号のニ
（従業員数 52人 ）

正社員 20020-13764191 就業場所 長野県上田市
交替制あり 普通自動車免許一種

18歳～59 (1) 8時30分～17時30分
(2)16時30分～ 9時30分

省令１号 (3)10時00分～19時00分
（従業員数 176人 ）

正社員 20040- 8532691 就業場所 長野県東御市

販売【正社員：東御店】 イエローハット（株式会
社デーシーシー佐久）

長野県佐久市猿久保７－１０（本社） 雇用・労災・健
康・厚生

181,400円～265,500円雇用期間の定めなし

メカニック【正社員：東御
店】

イエローハット（株式会
社デーシーシー佐久）

長野県佐久市猿久保７－１０（本社） 雇用・労災・健
康・厚生

181,400円～265,500円雇用期間の定めなし

メカニック【正社員：上田
住吉店】

イエローハット（株式会
社デーシーシー佐久）

長野県佐久市猿久保７－１０（本社） 雇用・労災・健
康・厚生

181,400円～265,500円雇用期間の定めなし

販売【正社員：上田住吉
店】

イエローハット（株式会
社デーシーシー佐久）

長野県佐久市猿久保７－１０（本社） 雇用・労災・健
康・厚生

181,400円～265,500円雇用期間の定めなし

嘱託／登録販売者／上
田本店／００８０　※急
募

株式会社　ヤマダ電機 群馬県高崎市栄町１番１号 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～250,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は10時00分～21時00

分の間の8時間程度
（アルバイト）給油所ス
タッフ（上田市）

北信米油　株式会社 長野県長野市柳原２５５１ 雇用・労災・健
康・厚生

155,520円～155,520円雇用期間の定めなし

販売スタッフ（ジュエリー
東京上田店）

株式会社　ミヤ 長野県上田市中央１－３－２０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～250,000円雇用期間の定めなし

店舗責任者（ジュエリー
東京　上田店）　店長
職・課長職

株式会社　ミヤ 長野県上田市中央１－３－２０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

240,000円～465,000円雇用期間の定めなし

ルート営業（未経験者） 株式会社　日商工営 長野県上田市古里１１０－３０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～250,000円雇用期間の定めなし

ルート営業（経験者） 株式会社　日商工営 長野県上田市古里１１０－３０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～350,000円雇用期間の定めなし

営業／上田 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

190,000円～280,000円雇用期間の定めなし

介護職員／ウェルシニ
アホーム

株式会社　アーチ・メ
ディカルサポート

長野県上田市住吉３１１－６ 雇用・労災・健
康・厚生

153,000円～225,000円雇用期間の定めなし

営業（上田支店） いすゞ自動車中部　株
式会社

名古屋市南区塩屋町５－１－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

191,800円～236,500円雇用期間の定めなし

携帯電話（ワイモバイ
ル）の
販売・サービス

株式会社　コスモネット 京都市中京区烏丸通四条上る笋町６８
９番地　京都御幸ビル６階

雇用・労災・健
康・厚生

202,200円～229,200円雇用期間の定めなし

正社員店長・マネー
ジャー候補（目利きの銀
次　上田お城口駅

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

278,647円～438,139円雇用期間の定めなし

リフォーム営業（長野・上
田店）

甲信アルプスホーム　株
式会社

長野県松本市笹部１－３－６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

207,000円～246,000円雇用期間の定めなし

介護職員／東御市又は
上田市

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

147,500円～265,000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：8月 23日

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

59歳以下

省令１号
（従業員数 15人 ）

正社員 20040- 8541991 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

18歳～59 (1)15時00分～ 9時00分

省令１号
（従業員数 0人 ）

正社員 20040- 8545291 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 7人 ）

正社員 20110- 4349491 就業場所 長野県上田市

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

飲食店の店長候補／東
御店・上田原店

株式会社　マテュリティ 長野県上田市天神２丁目４番７２号 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～250,000円雇用期間の定めなし
又は 9時00分～22時00
分の間の7時間以上

共同生活援助（グループ
ホーム）の支援員

特定非営利活動法人　
想

長野県上田市本郷７８７－３ 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～205,000円雇用期間の定めなし

エクステリア・リフォーム
営業店長候補（佐久店・
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

230,000円～400,000円雇用期間の定めなし


