
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

普通自動車免許一種
不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問
（従業員数 4人 ）

正社員 20010-18196091 就業場所 長野県上田市
中型一種（８ｔ限定）

18歳以上 (1) 1時30分～10時30分 準中型自動車免許
中型自動車免許一種

省令２号
（従業員数 5人 ）

正社員以外 20040- 8830391 就業場所 長野県上田市

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- 8840991 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 3人 ）

正社員 20040- 8842791 就業場所 長野県東御市
準中型一種（５トン限

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

正社員以外 20040- 8798591 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 普通自動車免許ＡＴ

省令１号
（従業員数 24人 ）

正社員 20040- 8803591 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～17時30分 フォークリフト技能者

年齢不問
（従業員数 11人 ）

正社員以外 20040- 8818791 就業場所 長野県上田市

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- 6481791 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
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- 8650191 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
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- 8652391 就業場所 長野県東御市

30歳以下 (1) 7時30分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 20人 ）

正社員 20040- 8653691 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 1人 ）

有期雇用派遣 20040- 8739591 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 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
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- 2764292 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 4人 ）

正社員 20040- 8634191 就業場所 長野県上田市

家電商品の配送・取付
業務（上田市）≪急募≫

株式会社　ＫＧＳ 長野県長野市三輪２－４－３２　北沢ビ
ル２Ｆ東

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～259,200円雇用期間の定めなし

学校給食用牛乳の配達
／２ｔトラック

上小牛乳株式会社 長野県上田市富士山２４１６－２２ 雇用・労災・健
康・厚生

198,582円～198,582円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（派）倉庫内作業／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

160,000円～160,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

現場作業員≪急募≫ ガーデンファイン 長野県東御市滋野乙３２６３－５ 雇用・労災・健
康・厚生

226,000円～339,000円雇用期間の定めなし

庭木の剪定・管理 横山造園 長野県上田市神畑３５３ 労災

184,000円～276,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

ルート配達 株式会社　アスピス・フェ
イバー

長野県上田市本郷１５３４番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～210,000円雇用期間の定めなし

倉庫内ピッキング作業
及び配達業務

株式会社　ＵＫ 長野県上田市古里７７－５ 雇用・労災・健
康・厚生

153,750円～153,750円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

倉庫内ピッキング／長
野県上田市／長－２

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

183,725円～183,725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

住宅リフォーム現場管理 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

住宅リフォーム設備配管
工事スタッフ

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

現場作業員 株式会社　野村屋 長野県上田市小泉７６３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～300,000円雇用期間の定めなし

（紹介予定派遣）索道及
び技術管理／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）

（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）

ウレタン防水工事等／
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

建築大工≪急募≫ 株式会社　小林住建 長野県上田市築地８２３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～350,000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

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
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時15分

年齢不問
（従業員数 5人 ）

正社員以外 20040- 8601191 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
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

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

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

都市計画課公園管理事
務所
公園維持管理業務

上田市役所 長野県上田市大手１丁目１１番１６号 雇用・労災・健
康・厚生

126,635円～126,635円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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
（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


