
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
不問 (1) 8時00分～18時00分

年齢不問
（従業員数 2人 ）

正社員 20040-11762991 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 20040-11776191 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
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 20040-11783291 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 20040-11792591 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

不問 (1) 8時20分～17時20分

年齢不問
（従業員数 30人 ）

正社員以外 20040-11727191 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～18時00分

省令１号
（従業員数 31人 ）

正社員 20040-11733591 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） 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 12人 ）

正社員 20111- 6909291 就業場所 長野県小諸市
変形（１年単位） 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 12人 ）

正社員 20111- 6910091 就業場所 長野県小諸市
変形（１年単位） 普通自動車免許

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 13010-43014692 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位） ８トン限定中型自動車免許

18歳～64 (1)21時00分～ 5時00分 中型自動車免許

省令１号
（従業員数 9人 ）

正社員 20040-11560691 就業場所 長野県上田市
変形（１年単位）

59歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号
（従業員数 28人 ）

正社員 20040-11565291 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 20040-11597891 就業場所 長野県上田市
フォークリフト運転技能者

44歳以下 (1) 8時15分～17時10分

省令３号のイ
（従業員数 15人 ）

正社員 20040-11623391 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
普通自動車免許（ＡＴ限定）

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 67人 ）

正社員 20040-11461191 就業場所 長野県東御市

大工見習い 槇の木　一級建築士事
務所

長野県東御市祢津９５１－１

200,000円～340,000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

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

住宅リフォーム工事ス
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

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

包装・梱包業務／出荷
管理

株式会社　大崎　長野
営業所

長野県東御市加沢８１０－３ 雇用・労災・健
康・厚生

168,000円～185,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

配達／本社 株式会社　ユダ 長野県上田市秋和２３７－６ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～250,000円雇用期間の定めなし

型枠大工作業員（見習
いも可）

　有限会社　山東興業 長野県小諸市大字滝原１２１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

183,200円～320,600円雇用期間の定めなし

型枠解体作業員（見習
いも可）

　有限会社　山東興業 長野県小諸市大字滝原１２１－５ 雇用・労災・健
康・厚生

183,200円～297,700円雇用期間の定めなし

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

運転手（２ｔ～４ｔ車） 丸利急送　有限会社 長野県上田市長瀬１７２２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

210,375円～320,375円雇用期間の定めなし

物流センター作業及び
納品

中部陸運　株式会社 長野県上田市下塩尻７５－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～220,000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）

倉庫作業員／真田工場 株式会社　新村 長野県上田市秋和１９９－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,000円～235,000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

集配運転者 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

178,000円～308,000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
30歳以下 (1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許

省令３号のイ
（従業員数 6人 ）

正社員 20040-11464691 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
普通自動車免許

64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 大型特殊自動車免許
車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者

省令１号
（従業員数 20人 ）

正社員 20040-11378691 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00分～17時00分

省令３号のイ
（従業員数 3人 ）

正社員 20040-11379991 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
普通自動車免許

35歳以下 (1) 8時00分～17時30分

省令３号のイ
（従業員数 6人 ）

正社員 20040-11408791 就業場所 長野県上田市 厚生年金基金
変形（１週間単位非定型的） 普通自動車免許

不問 (1) 7時30分～16時00分 危険物取扱者（丙種）
(2) 9時45分～18時15分

年齢不問
（従業員数 78人 ）

正社員以外 20040-11412391 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 20040-11413691 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

不問 (1) 7時30分～17時00分

年齢不問
（従業員数 5人 ）

正社員 20040-11439691 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

配管工作業員 株式会社　アサヒ興業 長野県上田市真田町本原３０７９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～300,000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
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

重機オペレーター 竹内工業　株式会社 長野県東御市御牧原２４３３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～299,000円雇用期間の定めなし

建設工事（住宅保守メン
テ）
作業補助

株式会社　アリスト 長野県上田市福田４１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～270,000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

建築現場代理人（見習
い可）
【急募】

日本建設工業　株式会
社

長野県上田市上田原４７７－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

200,000円～350,000円雇用期間の定めなし

県立高校校用技師（特
別行政事務嘱託員）

長野県　上田染谷丘高
等学校

長野県上田市上田１７１０ 雇用・労災・健
康・厚生

170,500円～170,500円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

（派）包装や農業資材を
製造する会社での倉庫
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

168,000円～168,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

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

水道工事／住宅設備工
事

有限会社　トーエイ工業 長野県上田市秋和２５１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

150,500円～279,500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

（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


