
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 普通自動車免許一種
18歳～30 (1) 7時20分～16時00分

(2)16時05分～ 0時45分
省令３号のイ (3) 0時50分～ 9時30分

（従業員数 796人 ）
正社員 20040- 8827891 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
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 3人 ）

正社員 20040- 8835891 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
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問
（従業員数 7人 ）

正社員 20040- 8796891 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00分

省令３号のイ
（従業員数 5人 ）

正社員 20040- 8819891 就業場所 長野県上田市
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

不問 (1) 8時15分～17時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 08100- 6483291 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分

省令１号
（従業員数 9人 ）

正社員 20040- 8787791 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 8時00分～17時15分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20050- 6133391 就業場所 長野県東御市
変形（１年単位）

44歳以下 (1) 8時20分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 35人 ）

正社員 16050- 4665091 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) 8時20分～17時00分

省令１号
（従業員数 35人 ）

正社員 16050- 4666391 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20分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 35人 ）

正社員 16050- 4667691 就業場所 長野県上田市

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- 8721591 就業場所 長野県小県郡青木村
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～17時15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- 8753891 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 7時55分～17時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8761791 就業場所 長野県小県郡青木村
変形（１ヶ月単位）

18歳～35 (1) 8時20分～17時00分
(2) 5時00分～13時40分

省令３号のイ (3)17時20分～ 2時00分
（従業員数 42人 ）

正社員 20040- 8780591 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

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 管工事施工技士２級
電気工事士（第２種）

省令１号
（従業員数 7人 ）

正社員 20040- 8640291 就業場所 長野県上田市

自動車部品の製造／塩
田工場

アート金属工業　株式会
社

長野県上田市常磐城２－２－４３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

168,000円～230,000円雇用期間の定めなし

自動車整備士 有限会社　永和自動車
工場

長野県上田市上田原４４１番地７ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～230,000円雇用期間の定めなし

（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）

機械設計業務（ＣＡＤ設
計）

株式会社　エーイーエム 長野県上田市上野１１００－４４ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～350,000円雇用期間の定めなし

木型の製造 有限会社　エヌ・ケー木
型工房

長野県上田市小島３９１－４ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～240,000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

農業用機材の製造／長
野県上田市／長－４

株式会社　産立エンジニ
アリング取手事業所

茨城県取手市取手１－２－６ブルックス
とりで３０３

雇用・労災・健
康・厚生

171,584円～171,584円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

板金塗装 ＰＣＭ 長野県上田市富士山下大吹１５６９ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～250,000円雇用期間の定めなし

【派】コンクリート二次製
品の外観検査、金型の
セット　清掃

株式会社フジワーク長
野事業所

長野県飯田市三日市場１１７５－１　クレ
オパトラビル１Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

201,600円～210,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

衣料品の裁断・仕上・検
査

ＩＡＡＺＡＪホールディング
ス株式会社

富山県砺波市庄川町青島１１番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

140,000円～160,000円雇用期間の定めなし

衣料品の裁断 ＩＡＡＺＡＪホールディング
ス株式会社

富山県砺波市庄川町青島１１番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～200,000円雇用期間の定めなし

縫製 ＩＡＡＺＡＪホールディング
ス株式会社

富山県砺波市庄川町青島１１番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

140,000円～160,000円雇用期間の定めなし

（派）品質管理／青木村 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）

（紹介予定派遣）設計（３
ＤＣＡＤ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

202,752円～240,768円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（派）自動車部品製造会
社でのバリ取りサンダー
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

193,200円～193,200円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

熱処理加工オペレー
ター

松山技研　株式会社 長野県上田市長瀬１０５０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～180,000円雇用期間の定めなし

配管工（エアコン等取付
作業技術職・未経験者）

東信機工　有限会社 長野県上田市住吉１１－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～205,000円雇用期間の定めなし
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普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 管工事施工技士２級

電気工事施工管理２級
省令１号

（従業員数 7人 ）
正社員 20040- 8641591 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 管工事施工技士２級

電気工事士（第２種）
省令１号

（従業員数 7人 ）
正社員 20040- 8642191 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 電気工事士（第２種）

省令１号
（従業員数 7人 ）

正社員 20040- 8643091 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位）

18歳～59 (1) 8時00分～17時00分
(2)13時00分～22時00分

省令１号 (3)22時00分～ 8時00分
（従業員数 13人 ）

正社員 20040- 8576791 就業場所 長野県東御市

不問 (1) 8時10分～17時00分

年齢不問
（従業員数 4人 ）

有期雇用派遣 20040- 8577891 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時15分～17時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040- 8578291 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 52人 ）

正社員 20040- 8589091 就業場所 長野県小諸市
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- 8593891 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 8時00分～16時50分
(2) 9時00分～16時50分

年齢不問
（従業員数 85人 ）

正社員以外 20040- 8599691 就業場所 長野県上田市

18歳以上 (1) 7時00分～15時50分
(2)15時00分～23時50分

省令２号
（従業員数 85人 ）

正社員以外 20040- 8600591 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00分～16時45分

年齢不問
（従業員数 97人 ）

正社員以外 20040- 8604691 就業場所 長野県小県郡長和町
交替制あり 普通自動車免許一種

18歳～40 (1) 7時40分～16時40分
(2)16時40分～ 1時40分

省令３号のイ (3) 0時15分～ 8時00分
（従業員数 486人 ）

正社員 20040- 8605991 就業場所 長野県東御市 厚生年金基金
普通自動車免許ＡＴ

35歳以下 (1) 8時15分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 25人 ）

正社員 20040- 8609291 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15分～17時00分

省令１号
（従業員数 25人 ）

正社員 20040- 8610091 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- 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
普通自動車免許ＡＴ

18歳～59 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種
(2)19時10分～ 4時10分

省令２号
（従業員数 480人 ）

正社員 20070- 6211391 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金

施工管理職（現場代理
人）

東信機工　有限会社 長野県上田市住吉１１－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～500,000円雇用期間の定めなし

配管工（経験者） 東信機工　有限会社 長野県上田市住吉１１－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～300,000円雇用期間の定めなし

電工（経験者） 東信機工　有限会社 長野県上田市住吉１１－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～300,000円雇用期間の定めなし

プラスチック材料の製造 株式会社　相和 長野県東御市和７９２８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～200,000円雇用期間の定めなし

（派）ドライフルーツ、乾
燥食材などの生産業務
／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

199,584円～199,584円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（派）農機具メーカーで
の加工／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）

工場作業員 株式会社　マルイ 長野県東御市鞍掛上平５０７ 雇用・労災・健
康・厚生

198,720円～224,640円雇用期間の定めなし

機械加工 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

麺の製造 信越明星　株式会社 長野県上田市秋和９４２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

146,880円～155,520円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ミキシング作業（材料投
入他）

信越明星　株式会社 長野県上田市秋和９４２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

172,800円～172,800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

製品検査係 株式会社　竹内農産 長野県小県郡長和町和田１６２３ 雇用・労災・健
康・厚生

146,125円～154,720円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

製造職（ブレーキの加工
組立）／東部工場

日信工業　株式会社 長野県東御市加沢８０１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,970円～230,650円雇用期間の定めなし

アルミ溶接工（見習） 株式会社　カワベ工業 長野県上田市富士山２４１６－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

173,500円～203,500円雇用期間の定めなし

製造職（溶接） 株式会社　カワベ工業 長野県上田市富士山２４１６－５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

173,500円～253,500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

技能職（機械加工・組
立）

ＫＹＢ－ＹＳ株式会社 長野県埴科郡坂城町大字坂城９１６５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

164,900円～350,000円雇用期間の定めなし
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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 23030-19891891 就業場所 長野県上田市 確定給付年金

44歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 9人 ）

正社員 20040- 8547191 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 1人 ）

有期雇用派遣 20040- 8551891 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) 8時00分～16時45分

省令１号
（従業員数 27人 ）

正社員 20040- 8552291 就業場所 長野県東御市
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

18歳以上 (1) 8時00分～17時00分

省令２号
（従業員数 5人 ）

正社員以外 20040- 8565691 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金
交替制あり

18歳以上 (1) 8時25分～17時10分
(2) 5時50分～14時30分

省令２号 (3)14時20分～23時00分
（従業員数 2人 ）

有期雇用派遣 20040- 8566991 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) 7時45分～16時45分

年齢不問
（従業員数 13人 ）

正社員以外 20110- 4336591 就業場所 長野県上田市

整備士（上田サービスセ
ンター）

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

165,000円～400,000円雇用期間の定めなし

鋳造　兼　仕上げ 有限会社　桜井産業 長野県上田市中之条１１６－７ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～230,000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）

研磨工 株式会社　アイエスパイ
ピング

長野県東御市滋野乙１３６３－８ 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

スキー場設備と降雪作
業

株式会社　マックアース　
菅平パインビーク

長野県上田市菅平高原１２２３－３４３３ 雇用・労災・健
康・厚生

216,000円～324,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 又は 0時00分～23時59

分の間の8時間程度
（派）カレー・調味料など
の製造補助

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

171,048円～171,048円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

技術系（試験室）生コン
工場試験係＜西上田＞

株式会社　シナノ生コン 長野県佐久市野沢９４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～250,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）


