
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：11月 15日

不問 (1) 8時40分～18時30分

年齢不問
（従業員数 145人 ）

正社員 20040-11779691 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許

44歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 29人 ）

正社員 20040-11793191 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～16時30分

年齢不問
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20040-11697091 就業場所 長野県小県郡長和町
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～15時00分
(2) 9時00分～16時00分

年齢不問
（従業員数 14人 ）

パート労働者 20040-11703391 就業場所 長野県東御市

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 14人 ）

正社員 20040-11711391 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許

省令１号
（従業員数 14人 ）

正社員 20040-11715791 就業場所 長野県東御市

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 14人 ）

正社員 20040-11716891 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1)10時00分～15時00分

省令１号
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20040-11732291 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040-11734191 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位）

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 22人 ）

正社員 20040-11753691 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 13120-21781191 就業場所 長野県長野市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問

年齢不問
（従業員数 31人 ） 又は 6時00分～22時00分の間の4時間以上

パート労働者 20040-11556891 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

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 20040-11588791 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

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 20040-11599591 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 0人 ）

有期雇用派遣 20040-11617991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

40歳以下 (1) 8時30分～17時45分 普通自動車免許

省令３号のイ
（従業員数 3人 ）

正社員 20040-11626491 就業場所 長野県上田市

不問

年齢不問
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20040-11657691 就業場所 長野県上田市

医療事務 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

165,000円～200,000円雇用期間の定めなし

警備システム機器取付
施工業務

長野県パトロール　株式
会社　上田支社

長野県上田市諏訪形５－１　豊成ビル３
Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,500円～185,500円雇用期間の定めなし

【季】スキー場チケット販
売及　び事務補助

株式会社　Ｂｌｕｅ　Ｒｅｓｏ
ｒｔ　エコーバレー

長野県小県郡長和町姫木平　３５２４番
地

労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

コールセンタースタッフ
／本社

株式会社　唐沢農機
サービス　「ビーズクリエ
イト・カラサワファーム」

長野県東御市滋野乙３０１２－１ 労災

950円～1,300円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ウェブ制作ディレクター
／本社

株式会社　唐沢農機
サービス　「ビーズクリエ
イト・カラサワファーム」

長野県東御市滋野乙３０１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

203,000円～350,000円雇用期間の定めなし

法務事務／本社 株式会社　唐沢農機
サービス　「ビーズクリエ
イト・カラサワファーム」

長野県東御市滋野乙３０１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

203,000円～350,000円雇用期間の定めなし

秘書業務／本社 株式会社　唐沢農機
サービス　「ビーズクリエ
イト・カラサワファーム」

長野県東御市滋野乙３０１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

203,000円～350,000円雇用期間の定めなし

互助会事務 アルファライフ　株式会
社

長野県上田市常磐城３－４－１２ 雇用・労災

1,000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

136,000円～144,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

生産管理事務及び機械
オペレーター／未経験
者

株式会社　ムラヤマ 長野県上田市古里１３８７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～210,000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）

一般事務兼訪問ヘル
パー（上田城下）

株式会社　ニチイ学館　
上田支店

長野県上田市天神一丁目８番１号　上
田駅前ビルパレオ６Ｆ

労災

848円～1,345円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（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）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）

土地家屋調査士補助者
【急募】

滝澤一成土地家屋調査
士事務所

長野県上田市上丸子１８５－１１ 雇用・労災

170,000円～250,000円雇用期間の定めなし

受付業務全般（夜間）／
上田創造館

一般財団法人　上田市
地域振興事業団

長野県上田市上丸子１６１２番地 雇用・労災

860円～860円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は17時00分～22時00

分の間の5時間程度
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不問 (1) 9時00分～16時00分

年齢不問
（従業員数 27人 ）

パート労働者 20040-11666991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～12時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2) 9時00分～15時00分

年齢不問
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20040-11674991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 7時00分～16時00分 栄養士

年齢不問
（従業員数 12人 ）

正社員 20040-11676791 就業場所 長野県上田市
交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 5時00分～14時00分
(2) 7時00分～16時00分

年齢不問 (3)10時00分～19時00分
（従業員数 12人 ）

正社員 20040-11677891 就業場所 長野県上田市
交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許
(2) 9時00分～18時00分

年齢不問
（従業員数 12人 ）

正社員 20040-11681691 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

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

省令３号のイ
（従業員数 67人 ）

正社員 20040-11462091 就業場所 長野県東御市
中型自動車免許

59歳以下 (1) 7時45分～17時30分

省令１号
（従業員数 6人 ）

正社員 20040-11475791 就業場所 長野県上田市
税理士

35歳以下 (1) 8時50分～17時20分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

省令３号のイ
（従業員数 28人 ）

正社員 20040-11476891 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 8時30分～17時45分

省令１号
（従業員数 14人 ）

正社員 20040-11477291 就業場所 長野県上田市
特定曜日のみ(2)(3) 日商簿記３級

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
（従業員数 180人 ）

正社員 20040-11511491 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金
普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 9時00分～17時30分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040-11521791 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040-11523291 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040-11532591 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 8時45分～17時00分
(2) 8時45分～16時45分

年齢不問
（従業員数 79人 ）

パート労働者 20040-11537991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

不問 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問
（従業員数 15人 ）

パート労働者 20040-11545991 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 7人 ）

パート労働者 20040-11546491 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

不問 (1)10時00分～17時00分

年齢不問
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20010-24335191 就業場所 長野県上田市

丸子地域自治センター
／事務補助

上田市役所 長野県上田市大手１丁目１１番１６号 雇用・公災

860円～860円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

一般事務補助【急募】 株式会社　ＳＥＩＲＹＯＵ 長野県上田市神畑９５９－１ 雇用・労災

848円～1,000円雇用期間の定めなし

栄養士 有限会社　荻原食品 長野県上田市長瀬２８８９番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～250,000円雇用期間の定めなし

調理スタッフ 有限会社　荻原食品 長野県上田市長瀬２８８９番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～250,000円雇用期間の定めなし

調理又は調理補助 有限会社　荻原食品 長野県上田市長瀬２８８９番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～200,000円雇用期間の定めなし

事務員総合職 甲信越福山通運　株式
会社　上田支店

長野県東御市滋野乙１８４４ 雇用・労災・健
康・厚生

149,800円～183,800円雇用期間の定めなし
又は 7時00分～19時00
分の間の8時間

現場管理者 石井工務店　株式会社 長野県上田市築地５３５－７ 雇用・労災・健
康・厚生

209,000円～297,000円雇用期間の定めなし

会計専門職 税理士法人　小山会計 長野県上田市古里６９２番地２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～330,000円雇用期間の定めなし

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

経理・総務管理 医療法人　慈善会　安
藤病院

長野県上田市中央西１－１－２０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

265,000円～295,000円雇用期間の定めなし

（派）冠婚葬祭会社での
事務職／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

157,500円～157,500円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

（派）鉄の加工会社での
営業事務／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

193,200円～193,200円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

（派）自動車部品を製造
する会社での生産管理
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

193,600円～246,400円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

国税事務補助【短期】 上田税務署 上田市中央西２－６－２２ 雇用・公災

890円～910円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

学校インストラクターサ
ポート【急募】

一般財団法人　上田市
地域振興事業団

長野県上田市上丸子１６１２番地 雇用・労災

1,500円～1,500円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 8時20分～16時40

分の間の6時間程度
上田市役所本庁舎／事
務補助（短期）

上田市役所 長野県上田市大手１丁目１１番１６号 雇用・公災

860円～860円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

営業・受付手続き事務
（東信地域　北信一部含
む）

株式会社クレディセゾン　
長野サテライトオフィス

長野県長野市南千歳１－１２－１　長野
セントラルビル６Ｆ

雇用・労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 又は 9時00分～20時00

分の間の5時間程度
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普通自動車免許（ＡＴ限定）
64歳以下

省令１号
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20110- 5890691 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限定）

18歳～59 (1) 5時00分～13時50分 普通自動車免許
(2) 8時40分～17時30分

省令１号 (3)14時55分～23時45分
（従業員数 43人 ）

正社員 20110- 5895291 就業場所 長野県上田市

不問

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20111- 6797891 就業場所 長野県上田市

40歳以下 (1) 9時30分～18時00分

省令３号のイ
（従業員数 6人 ）

正社員 13010-41516592 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
変形（１年単位） 普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

省令１号
（従業員数 10人 ）

正社員 20020-18765491 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

不問 (1) 8時00分～17時00分 危険物取扱者（乙種）

年齢不問
（従業員数 8人 ）

正社員 20040-11381291 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許

29歳以下 (1) 8時30分～17時05分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2) 9時10分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 32人 ）

正社員 20040-11382591 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

35歳以下 (1) 9時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

省令３号のイ
（従業員数 11人 ）

正社員 20040-11384091 就業場所 長野県小県郡長和町
普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時30分～17時45分

省令１号
（従業員数 86人 ）

正社員 20040-11395991 就業場所 長野県東御市
変形（１年単位） 日商簿記２級

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令１号
（従業員数 85人 ）

正社員 20040-11399291 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
変形（１年単位） 普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問
（従業員数 85人 ）

正社員以外 20040-11400291 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

40歳以下 (1) 9時00分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 5人 ）

正社員 20040-11428191 就業場所 長野県上田市
フレックス 普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
日商簿記３級

省令１号
（従業員数 104人 ）

正社員 20040-11433891 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 9時00分～16時00分

年齢不問
（従業員数 257人 ）

パート労働者 20040-11465991 就業場所 長野県上田市

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

850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

運行管理事務（上田営
業所）

千曲バス　株式会社 長野県佐久市野沢２０番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～190,000円雇用期間の定めなし

事務・接客 株式会社　ＣＢＳ 長野県小諸市大字滋野甲７１７－２ 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） 又は 8時30分～19時00

分の間の8時間
【急募】営業事務【コン
シェルジュ】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

191,000円～220,000円雇用期間の定めなし

営業事務（上田） 株式会社　住建 長野県松本市双葉１４番１８号 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,300円～200,000円雇用期間の定めなし

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

受付、電話応対、総務
事務

株式会社　上田自動車
学校

長野県上田市天神３丁目１０－４３ 雇用・労災・健
康・厚生

158,000円～158,000円雇用期間の定めなし

受付・事務 株式会社　リゾートメン
テナンス

長野県小県郡長和町大門３５１８ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～180,000円雇用期間の定めなし

総務管理職候補【急募】 株式会社　ミクニ 長野県東御市鞍掛１２０４－３ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～400,000円雇用期間の定めなし

経理・財務／正社員 株式会社　シーティーエ
ス

長野県上田市古里１１５番地 雇用・労災・健
康・厚生

251,000円～319,000円雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社　シーティーエ
ス

長野県上田市古里１１５番地 雇用・労災・健
康・厚生

138,040円～162,400円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

事務 株式会社　インターサ
ポート

長野県上田市古里７９－８ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～250,000円雇用期間の定めなし

経理職／神畑工場≪急
募≫

オルガン製針　株式会
社

長野県上田市常磐城三丁目４番１号 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～320,000円雇用期間の定めなし

事務補佐員 国立大学法人　信州大
学　繊維学部

長野県上田市常田３丁目１５－１ 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）


