
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。
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交替制あり
59歳以下 (1) 9時30分～18時15分

(2)11時00分～19時45分
省令１号

（従業員数 22人 ）
正社員 13040-44284992 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- 6638092 就業場所 長野県上田市
交替制あり 介護福祉士

18歳以上 (1) 7時30分～16時15分 ホームヘルパー２級
(2) 8時30分～17時15分 介護職員初任者研修修了者

省令２号 (3)12時00分～21時00分
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20010-24754091 就業場所 長野県小県郡長和町
介護職員初任者研修修了者

18歳以上 (1) 6時30分～15時30分
(2)10時00分～19時00分

省令２号 (3)12時30分～21時30分
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20010-24766491 就業場所 長野県上田市
交替制あり

18歳以上 (1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

省令２号 (3)17時00分～ 9時00分
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20010-24769291 就業場所 長野県上田市
交替制あり 介護職員初任者研修修了者

18歳以上 (1) 6時30分～15時30分
(2)10時00分～19時00分

省令２号 (3)12時30分～21時30分
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20010-24782491 就業場所 長野県上田市
交替制あり ホームヘルパー２級

18歳以上 (1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

省令２号 (3)10時00分～19時00分
（従業員数 1人 ）

有期雇用派遣 20010-24826091 就業場所 長野県上田市
交替制あり ホームヘルパー２級

18歳～59 (1) 6時30分～15時30分 介護福祉士
(2) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者

省令１号 (3)10時30分～19時30分
（従業員数 17人 ）

正社員 20040-11755491 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修了者
(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 20040-11756791 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）

40歳以下 (1) 8時25分～17時00分 普通自動車免許

省令３号のイ
（従業員数 83人 ）

正社員 20040-11764791 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
５トン限定準中型自動車免許

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許
８トン限定中型自動車免許

省令３号のイ
（従業員数 8人 ）

正社員 20040-11775591 就業場所 長野県東御市
５トン限定準中型自動車免許

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許
８トン限定中型自動車免許

省令３号のイ
（従業員数 8人 ）

正社員 20040-11781791 就業場所 長野県東御市

35歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令３号のイ
（従業員数 10人 ）

正社員 20040-11782891 就業場所 長野県上田市
５トン限定準中型自動車免許

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許
８トン限定中型自動車免許

省令３号のイ
（従業員数 8人 ）

正社員 20040-11785191 就業場所 長野県東御市
５トン限定中型自動車第二種免許

44歳以下 (1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許
８トン限定中型自動車免許

省令３号のイ
（従業員数 8人 ）

正社員 20040-11786091 就業場所 長野県東御市
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
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分

省令１号 (3)10時00分～19時00分
（従業員数 60人 ）

正社員 20110- 5982291 就業場所 長野県東御市

携帯電話等の販売（上
田市）

株式会社富士通パーソ
ナルズリテールサービス

東京都港区港南２－１５－２　品川イン
ターシティＢ棟

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～209,000円雇用期間の定めなし

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（長和町） 株式会社ツクイスタッフ　
長野支店

長野県長野市南長野末広町１３６１　ナ
カジマ会館ビル７Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

162,000円～194,400円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

介護職（上田市） 株式会社ツクイスタッフ　
長野支店

長野県長野市南長野末広町１３６１　ナ
カジマ会館ビル７Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

172,800円～207,360円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 又は21時30分～ 6時30

分の間の8時間
看護補助（上田市） 株式会社ツクイスタッフ　

長野支店
長野県長野市南長野末広町１３６１　ナ
カジマ会館ビル７Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

155,520円～207,360円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

介護職（上田市） 株式会社ツクイスタッフ　
長野支店

長野県長野市南長野末広町１３６１　ナ
カジマ会館ビル７Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

172,800円～207,360円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 又は21時30分～ 6時30

分の間の8時間
介護職（上田市） 株式会社ツクイスタッフ　

長野支店
長野県長野市南長野末広町１３６１　ナ
カジマ会館ビル７Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

181,440円～207,360円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 又は16時00分～ 9時00

分の間の16時間程度
介護職員［介護付き有
料：ハッピーシニアリビン
グ上田］急募

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

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

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

リスクコンサルタント（営
業職）

丸三保険ライフ　株式会
社

長野県上田市中央２丁目８番１１号 雇用・労災・健
康・厚生

172,000円～344,000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

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
３Ｆ

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

ガソリンスタンド店長、店
長候補【東御・上田地
区】【急募】

株式会社　塩沢産業 長野県北佐久郡立科町大字宇山６２１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

215,000円～285,000円雇用期間の定めなし
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変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

(2) 7時00分～16時00分
省令１号 (3)10時00分～19時00分

（従業員数 14人 ）
正社員 20110- 5986391 就業場所 長野県東御市

変形（１ヶ月単位）
59歳以下

省令１号
（従業員数 14人 ）

正社員 20110- 5999891 就業場所 長野県東御市

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 20111- 6918591 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 21人 ）

正社員 13170-55337991 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
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 27人 ）

正社員 13170-55740991 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
普通自動車免許

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 20040-11701191 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）

59歳以下 (1) 9時45分～17時15分

省令１号
（従業員数 8人 ）

正社員 20040-11702091 就業場所 長野県小県郡長和町

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

35歳以下 (1) 8時20分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 8人 ）

正社員 20070- 8508791 就業場所 長野県東御市 厚生年金基金
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

18歳～59 (1) 9時30分～18時15分
(2)17時45分～ 2時30分

省令１号 (3)11時45分～20時30分
（従業員数 20人 ）

正社員 07040-22071691 就業場所 長野県長野市 確定拠出年金
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

59歳以下 (1)10時00分～19時00分
(2)12時00分～21時00分

省令１号 (3)17時00分～ 2時00分
（従業員数1,897人 ）

正社員 10050-10153091 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 8時45分～17時30分

省令１号
（従業員数 8人 ）

正社員 13150-22791191 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）

35歳以下 (1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分

省令３号のイ (3)12時15分～21時15分
（従業員数11,330人 ）

正社員 15070-12708391 就業場所 長野県東御市 確定拠出年金
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

35歳以下 (1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分

省令３号のイ (3)12時15分～21時15分
（従業員数11,330人 ）

正社員 15070-12975191 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金
変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

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

省令２号 (3) 7時00分～16時00分
（従業員数 15人 ）

正社員 20040-11558591 就業場所 長野県上田市

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 20040-11572291 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 20040-11582191 就業場所 長野県上田市

ガソリンスタンド店長、店
長候補【滋野店】【急募】

株式会社　塩沢産業 長野県北佐久郡立科町大字宇山６２１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

215,000円～285,000円雇用期間の定めなし

飲食店（うどん店）の調
理スタッフ【急募】

株式会社　塩沢産業 長野県北佐久郡立科町大字宇山６２１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～250,000円雇用期間の定めなし
又は 8時00分～20時00
分の間の8時間

営業 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

208,000円～208,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

正社員店長・マネー
ジャー候補（千年の宴　
上田お城口駅前店

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

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

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

ホール接客スタッフ 農事組合法人　信濃霧
山ダッタンそば　「レスト
ラン　緑の花そば館」

長野県小県郡長和町大門２４６４－２ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～180,000円雇用期間の定めなし

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

営業（上田営業所） 大沢電機株式会社 長野県長野市篠ノ井会鴨田２１４－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～250,000円雇用期間の定めなし

総合職（一般社員）（長
野市、千曲市、上田市）

株式会社　幸楽苑ホー
ルディングス

福島県郡山市田村町上行合字北川田
２番地１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

195,000円～204,000円雇用期間の定めなし
又は 9時30分～ 2時30
分の間の8時間程度

いっちょう店舗での調
理・接客スタッフ（上田・
佐久・小諸）

株式会杜　いっちょう 群馬県太田市清原町　３１９－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

205,000円～350,000円雇用期間の定めなし
又は10時00分～ 2時00
分の間の8時間程度

〔急募〕営業：長野県上
田市

江能電機　株式会社 東京都昭島市武蔵野３－９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

209,000円～420,000円雇用期間の定めなし

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

株式会社　コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

189,000円～241,000円雇用期間の定めなし

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

株式会社　コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

189,000円～241,000円雇用期間の定めなし

介護スタッフ（小規模多
機能）／上田緑が丘・中
塩田

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

雇用・労災・健
康・厚生

174,860円～174,860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）



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

普通自動車免許（ＡＴ限定）
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 20040-11590191 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 20040-11598291 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

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040-11611291 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 20040-11619791 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）

44歳以下 (1) 9時30分～18時30分 普通自動車免許

省令３号のイ
（従業員数 7人 ）

正社員 20040-11624691 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
調理師

59歳以下 (1) 9時30分～20時00分

省令１号
（従業員数 9人 ）

正社員 20040-11682991 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 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 48人 ）

正社員 23030-27408291 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 26010-35380591 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

省令１号
（従業員数 13人 ）

正社員 13040-41941592 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金
変形（１ヶ月単位）

18歳以上

省令２号
（従業員数 23人 ）

正社員 13090-49021191 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位）

18歳以上

省令２号
（従業員数 23人 ）

正社員 13090-49023391 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位）

18歳～44 (1)15時00分～ 0時00分
(2)18時00分～23時00分

省令３号のイ (3)20時00分～ 5時00分
（従業員数 21人 ）

正社員 13170-54380891 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

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 20010-24329691 就業場所 長野県上田市
交替制あり 調理師

不問 (1) 5時30分～14時30分
(2)10時30分～19時30分

年齢不問
（従業員数 6人 ）

正社員以外 20010-24517791 就業場所 長野県東御市

（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）

販売 株式会社　ミモト 長野県上田市国分１２５０番地６号 雇用・労災・健
康・厚生

181,000円～217,000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

調理師 料亭緒環　株式会社 長野県上田市長瀬２８７８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

157,000円～252,000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

営業職ＡＬＳＯＫ【上田営
業所】大卒以上

綜合警備保障　株式会
社（ＡＬＳＯＫ）東日本採
用センター

東京都港区元赤坂１丁目６－６　
安全ビル

雇用・労災・健
康・厚生・財形

213,700円～226,700円雇用期間の定めなし

だんまや水産上田店／
調理接客／正社員／通
勤

養老乃瀧　株式会社 東京都豊島区西池袋１－１０－１５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

207,000円～380,000円雇用期間の定めなし
又は15時30分～ 0時30
分の間の8時間程度

だんまや水産上田店／
調理接客／正社員／入
寮

養老乃瀧　株式会社 東京都豊島区西池袋１－１０－１５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

207,000円～380,000円雇用期間の定めなし
又は15時30分～ 0時30
分の間の8時間程度

正社員店舗スタッフ（千
年の宴上田お城口駅前
店）

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

265,083円～438,139円雇用期間の定めなし

（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

（嘱）調理師（東御市） 日清医療食品株式会社　
中部支店

長野市栗田源田窪１０００－１　長栄長
野東口ビル７階

雇用・労災・健
康・厚生

156,000円～185,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）



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。
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◎ 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。
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交替制あり
不問 (1) 5時30分～14時30分

(2)10時30分～19時30分
年齢不問

（従業員数 6人 ）
正社員以外 20010-24518891 就業場所 長野県東御市

普通自動車免許
不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問
（従業員数 77人 ）

正社員以外 20010-24566791 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許

59歳以下 (1) 9時00分～18時30分

省令１号
（従業員数 6人 ）

正社員 20020-18899291 就業場所 長野県上田市

59歳以下

省令１号
（従業員数 15人 ）

正社員 20040-11454091 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位）

35歳以下

省令３号のイ
（従業員数 60人 ）

正社員 20040-11456691 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位）

35歳以下

省令３号のイ
（従業員数 60人 ）

正社員 20040-11457991 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）

35歳以下 調理師

省令３号のイ
（従業員数 60人 ）

正社員 20040-11458491 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令１号
（従業員数 3人 ）

正社員 20040-11463391 就業場所 長野県上田市 税制適格年金
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級
(2) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

省令２号 (3)16時00分～ 9時00分
（従業員数 10人 ）

正社員 20040-11479191 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歳以上 (1) 8時30分～17時30分 介護福祉士
(2) 7時00分～16時00分

省令２号 (3)16時00分～ 9時00分
（従業員数 10人 ）

正社員 20040-11481991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者
(2) 7時00分～16時00分

省令２号 (3)16時00分～10時00分
（従業員数 7人 ）

正社員 20040-11482491 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 介護福祉士
(2) 7時00分～16時00分

省令２号 (3)16時00分～10時00分
（従業員数 7人 ）

正社員 20040-11483791 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歳以上 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2) 7時30分～16時00分 介護職員初任者研修修了者

省令２号 (3)16時00分～ 9時00分
（従業員数 9人 ）

正社員 20040-11484891 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2) 7時30分～16時00分

省令２号 (3)16時00分～ 9時00分
（従業員数 9人 ）

正社員 20040-11485291 就業場所 長野県上田市
ホームヘルパー２級

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問
（従業員数 16人 ）

正社員 20040-11489391 就業場所 長野県上田市
介護福祉士

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問
（従業員数 16人 ）

正社員 20040-11490791 就業場所 長野県上田市
ホームヘルパー２級

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問
（従業員数 16人 ）

正社員 20040-11491891 就業場所 長野県上田市

（嘱）調理員（東御市） 日清医療食品株式会社　
中部支店

長野市栗田源田窪１０００－１　長栄長
野東口ビル７階

雇用・労災・健
康・厚生

146,880円～175,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（契）インシュアランス・プ
ロ・エージェント社員（営
業）

あいおいニッセイ同和損
害保険株式会社　長野
支店

長野県長野市中御所岡田５３－７ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～450,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

新築住宅販売・営業（上
田ショールーム）

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・健
康・厚生

285,000円～685,000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

レストランフロアースタッ
フ

株式会社　斎藤ホテル 長野県上田市鹿教湯温泉１３８７－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,200円～200,000円雇用期間の定めなし
又は 6時00分～20時30
分の間の8時間程度

フロントスタッフ 株式会社　斎藤ホテル 長野県上田市鹿教湯温泉１３８７－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,200円～200,000円雇用期間の定めなし
又は 6時30分～21時00
分の間の8時間程度

調理スタッフ 株式会社　斎藤ホテル 長野県上田市鹿教湯温泉１３８７－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,200円～200,000円雇用期間の定めなし
又は 5時00分～20時30
分の間の8時間程度

営業 サンワ産業　株式会社　
長野営業所

長野県上田市常田２丁目４－７ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～300,000円雇用期間の定めなし

介護員／ほほ笑みホー
ム大屋（小規模多機能
居宅）

有限会社　ほほ笑み介
護支援センター

長野県上田市小泉１２１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

177,500円～200,000円雇用期間の定めなし

介護福祉士／ほほ笑み
ホーム大屋（小規模多
機能居宅）

有限会社　ほほ笑み介
護支援センター

長野県上田市小泉１２１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～260,000円雇用期間の定めなし

介護員／ほほ笑みホー
ム小泉

有限会社　ほほ笑み介
護支援センター

長野県上田市小泉１２１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

177,500円～200,000円雇用期間の定めなし

介護福祉士／ほほ笑み
ホーム小泉

有限会社　ほほ笑み介
護支援センター

長野県上田市小泉１２１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～260,000円雇用期間の定めなし

介護員／ほほ笑みホー
ム梨ノ木荘（グループ
ホーム）

有限会社　ほほ笑み介
護支援センター

長野県上田市小泉１２１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

177,500円～200,000円雇用期間の定めなし

介護福祉士／ほほ笑み
ホーム梨ノ木荘（グルー
プホーム）

有限会社　ほほ笑み介
護支援センター

長野県上田市小泉１２１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～260,000円雇用期間の定めなし

介護員／ほほ笑みホー
ム中之条

有限会社　ほほ笑み介
護支援センター

長野県上田市小泉１２１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

177,500円～200,000円雇用期間の定めなし

介護福祉士／ほほ笑み
ホーム中之条

有限会社　ほほ笑み介
護支援センター

長野県上田市小泉１２１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～260,000円雇用期間の定めなし

介護員／ほほ笑みホー
ム福田

有限会社　ほほ笑み介
護支援センター

長野県上田市小泉１２１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

177,500円～200,000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：11月 15日

介護福祉士
不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）
年齢不問

（従業員数 16人 ）
正社員 20040-11492291 就業場所 長野県上田市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許
69歳以下 (1) 7時00分～16時00分 介護福祉士

(2) 9時00分～18時00分
省令２号

（従業員数 9人 ）
正社員 20040-11493591 就業場所 長野県上田市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許
69歳以下 (1) 7時00分～16時00分 介護福祉士

(2) 9時00分～18時00分
省令２号

（従業員数 9人 ）
正社員 20040-11494191 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～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 20040-11504791 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00分～12時00分

(2)17時30分～21時00分
年齢不問

（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣 20040-11520491 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）
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

(2) 8時00分～12時00分
省令１号

（従業員数 31人 ）
正社員 20040-11544691 就業場所 長野県松本市

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- 8420791 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）

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- 5893791 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

28歳以下 (1)10時00分～19時00分
(2)11時00分～20時00分

省令３号のイ (3)12時00分～21時00分
（従業員数 7人 ）

正社員 28050-28253491 就業場所 長野県長野市
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

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 15020-16851891 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）

59歳以下 (1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分

省令１号 (3)12時15分～21時15分
（従業員数2,189人 ）

正社員 15070-11914691 就業場所 長野県東御市 確定拠出年金
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分

省令１号 (3)12時15分～21時15分
（従業員数2,189人 ）

正社員 15070-11917791 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（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分

省令１号 (3)12時15分～21時15分
（従業員数2,189人 ）

正社員 15070-11918891 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（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分

省令１号 (3)12時15分～21時15分
（従業員数2,189人 ）

正社員 15070-11921391 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（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分

省令１号 (3)12時15分～21時15分
（従業員数2,189人 ）

正社員 15070-11922691 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（ＡＴ限定）

59歳以下 (1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分

省令１号 (3)12時15分～21時15分
（従業員数2,189人 ）

正社員 15070-11923991 就業場所 長野県上田市 確定拠出年金

介護福祉士／ほほ笑み
ホーム福田

有限会社　ほほ笑み介
護支援センター

長野県上田市小泉１２１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～260,000円雇用期間の定めなし

介護員 有限会社　ほほ笑み介
護支援センター

長野県上田市小泉１２１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

177,500円～200,000円雇用期間の定めなし

介護福祉士 有限会社　ほほ笑み介
護支援センター

長野県上田市小泉１２１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

205,000円～275,000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

（紹介予定派遣）旅館で
の雑務全般／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

172,500円～172,500円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 又は 8時00分～21時00

分の間の7時間以上
ルート営業／中信担当 株式会社　滝沢歯科器

械店
長野県上田市材木町１丁目２０－４ 雇用・労災・健

康・厚生・財形

240,000円～340,000円雇用期間の定めなし

美容師（上田店）【急募】 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

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

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
正社員：総合職（長野
県）

株式会社　西松屋
チェーン

兵庫県姫路市飾東町庄２６６－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

178,520円～189,020円雇用期間の定めなし
又は 9時00分～21時00
分の間の8時間

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

店舗販売職／地域正社
員（ホーム社員）

株式会社　コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

181,000円～189,000円雇用期間の定めなし

店舗販売職／地域正社
員（ホーム社員）

株式会社　コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

181,000円～189,000円雇用期間の定めなし

店舗販売職／地域正社
員（ホーム社員）

株式会社　コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

181,000円～189,000円雇用期間の定めなし

店舗販売職／地域正社
員（ホーム社員）

株式会社　コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

181,000円～189,000円雇用期間の定めなし

店舗販売職／地域正社
員（ホーム社員）

株式会社　コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

181,000円～189,000円雇用期間の定めなし

店舗販売職／地域正社
員（ホーム社員）

株式会社　コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

181,000円～189,000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：11月 15日

普通自動車免許（ＡＴ限定）
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許

省令３号のニ
（従業員数 52人 ）

正社員 20020-18790491 就業場所 長野県上田市

64歳以下 (1) 9時15分～17時00分

省令１号
（従業員数 25人 ）

正社員 20040-11370491 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 20040-11375191 就業場所 長野県東御市
変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

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 6人 ）

正社員 20040-11383191 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）

44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 20040-11386691 就業場所 長野県茅野市
変形（１年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

39歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令３号のイ
（従業員数 12人 ）

正社員 20040-11391191 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（ＡＴ限定）

18歳以上 (1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

省令２号 (3)11時00分～20時00分
（従業員数 25人 ）

正社員 20040-11402191 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

64歳以下 (1) 8時30分～17時15分
(2) 9時00分～17時45分

省令１号
（従業員数 30人 ）

正社員 20040-11403091 就業場所 長野県上田市
交替制あり

64歳以下 (1) 6時00分～19時00分

省令１号
（従業員数 5人 ）

正社員 20040-11414991 就業場所 長野県上田市
交替制あり

64歳以下 (1) 7時00分～20時00分

省令１号
（従業員数 5人 ）

正社員 20040-11415491 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 16人 ）

正社員 20040-11418291 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 9時00分～18時30分
(2) 9時00分～18時00分

年齢不問
（従業員数 5人 ）

正社員 20040-11424791 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 20040-11430991 就業場所 長野県上田市

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

272,000円～364,000円雇用期間の定めなし

商工会議所（商工会）共
済・福祉制度　推進ス
タッフ

アクサ生命保険　株式
会社　長野支社　上田
営業所

長野県上田市大手１－１０－２２　上田
商工会議所会館３Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～240,000円雇用期間の定めなし

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

介護福祉士（リハビリ処
岩下）

株式会社　茜富士 長野県上田市大屋３３９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～220,000円雇用期間の定めなし

営業 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

170,000円～260,000円雇用期間の定めなし

営業職（長野支店）／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

216,000円～284,000円雇用期間の定めなし

施設介護員／つばさ 株式会社　ミヤマ 長野県上田市御嶽堂３２０－２ 雇用・労災・健
康・厚生

177,000円～207,000円雇用期間の定めなし

販売員 有限会社　秀和 長野県東御市和３０５８ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～150,000円雇用期間の定めなし

調理または調理補助 有限会社　寿旅館　「望
山亭ことぶき」

長野県上田市鹿教湯温泉１４４７ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～250,000円雇用期間の定めなし

ルーム（客室）係 有限会社　寿旅館　「望
山亭ことぶき」

長野県上田市鹿教湯温泉１４４７ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～200,000円雇用期間の定めなし

営業職（ルート営業）／
本社　　【急募】

株式会社　真田 長野県上田市古里８６－２２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～300,000円雇用期間の定めなし

歯科助手 圓歯科医院 長野県上田市中央西１－１３－１５ 雇用・労災・健
康

170,000円～180,000円雇用期間の定めなし

営業 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

180,000円～300,000円雇用期間の定めなし


