
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

交替制あり 普通自動車免許
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 20040-11758291 就業場所 長野県東御市 厚生年金基金

変形（１年単位）
59歳以下 (1) 8時15分～17時15分

省令１号
（従業員数 7人 ）

正社員 20040-11798491 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）

18歳～40 (1) 7時00分～16時00分
(2)16時10分～ 1時10分

省令３号のイ
（従業員数 433人 ）

正社員 20040-11690991 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 20040-11695591 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

44歳以下 (1) 8時15分～17時15分

省令３号のイ
（従業員数 11人 ）

正社員 20040-11709291 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

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 20040-11718591 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25分～17時20分

省令３号のイ
（従業員数 35人 ）

正社員 20040-11737691 就業場所 長野県小県郡青木村

44歳以下 (1) 8時25分～17時20分

省令３号のイ
（従業員数 39人 ）

正社員 20040-11746991 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 アーク溶接技能者（基本級）
普通自動車免許（ＡＴ限定）

省令１号
（従業員数 150人 ）

正社員 20040-11750191 就業場所 長野県上田市 確定給付年金
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
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10分

省令１号
（従業員数 55人 ）

正社員 20040-11562491 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 20040-11580291 就業場所 長野県小県郡青木村
普通自動車免許

不問 (1) 8時20分～17時15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 20040-11614091 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55分～17時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期雇用派遣 20040-11620591 就業場所 長野県小県郡青木村
普通自動車免許

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 20040-11673691 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許

35歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 46人 ）

正社員 20040-11675491 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1) 7時55分～17時00分

省令１号
（従業員数 107人 ）

正社員 20040-11441791 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金

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

プラスチック成形の検査 佐藤工業　株式会社 長野県上田市上塩尻３１８ 雇用・労災・健
康・厚生

146,880円～155,520円雇用期間の定めなし

製品組立作業全般（急
募）

株式会社　城南製作所 長野県上田市下丸子８６６－７ 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

（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）

金型製造及び金型プレ
ス設備オペレーター【急
募】

ワカバ工業　株式会社 長野県上田市富士山２４１６－８ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～230,000円雇用期間の定めなし

整備士（店長候補） 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

機械組立技能者／青木
工場

西田技研工業　株式会
社

長野県上田市上田原１１１３ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～270,000円雇用期間の定めなし

品質管理・部品検査員 西田技研工業　株式会
社

長野県上田市上田原１１１３ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～270,000円雇用期間の定めなし

製造職 カネテック　株式会社 長野県上田市上田原１１１１ 雇用・労災・健
康・厚生

158,000円～226,000円雇用期間の定めなし

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

金属の機械加工 ミヤジマ技研　株式会社 長野県上田市下之郷２４８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～280,000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）

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

成型加工品の出荷管
理・倉庫業務

日本電材工業　株式会
社

長野県上田市上野３２３ 雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～170,000円雇用期間の定めなし

機械金属加工 株式会社　タジマ 長野県上田市藤原田６７－１９　＜箱畳
工場＞

雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～270,000円雇用期間の定めなし
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44歳以下 (1) 7時55分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 107人 ）

正社員 20040-11442891 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（ＡＴ限定）

不問 (1) 8時30分～17時10分

年齢不問
（従業員数 75人 ）

正社員以外 20040-11466491 就業場所 長野県上田市

39歳以下 (1) 6時00分～15時00分

省令３号のイ
（従業員数 50人 ）

正社員 20040-11470091 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許

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 20040-11474491 就業場所 長野県上田市

35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 10人 ）

正社員 20040-11515591 就業場所 長野県上田市

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 10人 ）

正社員 20040-11516191 就業場所 長野県上田市

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 20040-11528691 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

44歳以下 (1) 9時00分～18時00分

省令３号のイ
（従業員数 75人 ）

正社員 20040-11549291 就業場所 長野県東御市

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 20040-11371791 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 20040-11372891 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位） 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 11人 ）

正社員 20040-11374591 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30分～17時30分

省令１号
（従業員数 153人 ）

正社員 20040-11376091 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30分～17時30分

省令１号
（従業員数 149人 ）

正社員 20040-11377391 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 普通自動車免許

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 20040-11385391 就業場所 長野県茅野市
普通自動車免許

44歳以下 (1) 8時30分～17時45分 フォークリフト運転技能者

省令３号のイ
（従業員数 86人 ）

正社員 20040-11387991 就業場所 長野県東御市
変形（１年単位） 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 85人 ）

正社員以外 20040-11398891 就業場所 長野県上田市

30歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 14人 ）

正社員 20040-11421691 就業場所 長野県上田市

技術職 株式会社　タジマ 長野県上田市藤原田６７－１９　＜箱畳
工場＞

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～270,000円雇用期間の定めなし

毛皮製造全般 ニチロ毛皮　株式会社　
丸子工場

長野県上田市生田３２４８番地 雇用・労災・健
康・厚生

138,000円～180,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

菓子製造（焼菓子）／東
御本店

有限会社　御菓子処　
花岡

長野県東御市田中１７９ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～250,000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

機械操作・加工業務（未
経験）

株式会社　ミヤマ製作所 長野県上田市上田原１７８４ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～180,000円雇用期間の定めなし

機械操作・加工業務（経
験者）

株式会社　ミヤマ製作所 長野県上田市上田原１７８４ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～250,000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）

製造技術担当 アルファーデザイン　株
式会社

長野県東御市滋野甲２２１１－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

186,000円～300,000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）

鈑金塗装加工 有限会社　サンティエ 長野県上田市古安曽４０２－７ 雇用・労災・健
康・厚生

175,250円～310,500円雇用期間の定めなし

金属加工 長野オートメーション　株
式会社

長野県上田市下丸子４０１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～240,000円雇用期間の定めなし

配線・組立 長野オートメーション　株
式会社

長野県上田市下丸子４０１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～240,000円雇用期間の定めなし

施工スタッフ 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

製造職【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

190,000円～300,000円雇用期間の定めなし

精密機器の点検・清掃 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）

製造 山二発條　株式会社　
上田工場

長野県上田市富士山字窪峠２４１６－１
９

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～230,000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
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◎ 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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59歳以下 (1) 8時30分～17時00分

省令１号
（従業員数 4人 ）

正社員 20040-11425891 就業場所 長野県上田市

18歳～35 (1) 8時10分～17時00分
(2)19時10分～ 4時00分

省令３号のイ
（従業員数 90人 ）

正社員 20040-11440491 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) 8時00分～17時00分

省令１号
（従業員数 55人 ）

正社員 20110- 5996991 就業場所 長野県東御市

ＣＡＤオペレーター兼ＮＣ
プログラマー／経験者

有限会社　エーワン 長野県上田市山田２１８－４ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～300,000円雇用期間の定めなし

製造スタッフ 丸子警報器　株式会社 長野県上田市上丸子１８８０ 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

砕石工場スタッフ【東御・
上田・長和町地区】【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～290,000円雇用期間の定めなし


