
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～11時00分 大型特殊自動車免許

(2)15時00分～17時00分
年齢不問

（従業員数 27人 ）
パート労働者 20040-11773891 就業場所 長野県東御市

不問 (1)15時00分～19時00分

年齢不問
（従業員数 9人 ） 又は 8時00分～19時00

パート労働者 20040-11774291 就業場所 長野県上田市

不問

年齢不問
（従業員数 6人 ） 又は10時00分～15時00

パート労働者 20040-11787391 就業場所 長野県上田市
５トン限定準中型自動車免許

64歳以下 (1) 9時00分～12時00分 準中型自動車免許
(2)13時00分～16時00分 ８トン限定中型自動車免許

省令１号 (3) 9時00分～15時00分
（従業員数 8人 ） 又は 8時00分～17時00

パート労働者 20040-11794091 就業場所 長野県東御市

59歳以下 (1)14時00分～18時00分

省令１号
（従業員数 187人 ）

パート労働者 20040-11796691 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1) 9時00分～16時00分

省令１号
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20040-11799791 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

18歳以上 (1)22時00分～ 5時00分

省令２号
（従業員数 14人 ） 又は 5時00分～22時00

パート労働者 20110- 5985091 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許

不問

年齢不問
（従業員数 60人 ） 又は 7時00分～19時00

パート労働者 20110- 5987691 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許

不問

年齢不問
（従業員数 55人 ） 又は 8時00分～17時00

パート労働者 20110- 5995691 就業場所 長野県東御市

不問 (1) 8時00分～14時00分
(2)11時00分～14時00分

年齢不問 (3)17時00分～20時00分
（従業員数 14人 ） 又は 8時00分～20時00

パート労働者 20110- 5998791 就業場所 長野県東御市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1) 7時00分～ 8時30分
(2)17時30分～20時30分

年齢不問
（従業員数 4人 ）

パート労働者 19010-21780391 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～16時00分
(2) 8時00分～15時00分

年齢不問
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20010-24703091 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 20040-11693891 就業場所 長野県小県郡長和町
普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1)13時00分～17時00分
(2)14時30分～17時30分

年齢不問
（従業員数 7人 ） 又は13時00分～18時00

パート労働者 20040-11717291 就業場所 長野県上田市

不問 (1)10時00分～16時00分

年齢不問
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20040-11735091 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 8時00分～16時20分

年齢不問
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20040-11736391 就業場所 長野県上田市

不問 (1)10時00分～19時00分
(2)15時00分～20時00分

年齢不問
（従業員数 4人 ）

パート労働者 20040-11751091 就業場所 長野県上田市

運転手 社会福祉法人　ちいさが
た福祉会　障害福祉
サービス事業所　　　ナ
ナーラ

長野県東御市祢津３５１－１ 雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

学童保育補助員 上田市学童保育所　ど
んぐり運営委員会

長野県上田市住吉３８６－１　神科小学
校敷地内

労災

860円～860円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ホールスタッフ レストラン　リチェルカ 長野県上田市下之郷８１２番地１０　（上
田リサーチパーク内）

労災

900円～1,200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

1,000円～1,200円雇用期間の定めなし

調理補助【急募】 医療法人　健静会　上
田病院

長野県上田市中央１丁目３－３ 雇用・労災

850円～850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

850円～900円雇用期間の定めなし

ガソリンスタンドスタッフ
【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

950円～1,188円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

ガソリンスタンドスタッフ
【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

900円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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

1,250円～1,250円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

飲食店（うどん店）の全
般業務スタッフ

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

950円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

上田市内で短距離の送
迎のお仕事／車両は貸
与致します。

株式会社　サンキョウテ
クノスタッフ　山梨営業
所

山梨県甲斐市竜王１７３３－１７ 雇用・労災

888円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

清掃（上田市） 十字屋リース株式会社　
長野営業所

長野県長野市東鶴賀町４９－２ 雇用・労災

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

【季】スキー場施設清掃
スタッフ

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）

お弁当の盛り付け・配達 株式会社　ノリ薬局 長野県上田市蒼久保１５２５－６ 労災

850円～850円雇用期間の定めなし

製造補助員／短期【急
募】

株式会社　信濃路うさぎ
や

長野県上田市国分１丁目１番２号 雇用・労災

870円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

製造補助員／短期【急
募】

株式会社　信濃路うさぎ
や

長野県上田市国分１丁目１番２号 労災

870円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

靴販売全般 株式会社　チヨダ　東京
靴流通センター　サンラ
イン上田店

長野県上田市芳田字寺田１５０５－２　
サンラインあやめの里

労災

850円～850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。

◎ 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) 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

不問 (1)11時00分～14時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2)17時00分～20時00分

年齢不問
（従業員数 43人 ） 又は10時30分～21時00

パート労働者 13170-54973391 就業場所 長野県上田市
普通自動車第二種免許

不問 (1) 8時00分～10時00分
(2)15時30分～17時30分

年齢不問
（従業員数 35人 ）

パート労働者 20040-11559191 就業場所 長野県東御市

不問 (1) 7時00分～11時00分
(2)17時00分～21時00分

年齢不問
（従業員数 0人 ）

有期派遣パート 20040-11581591 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

18歳以上

省令２号
（従業員数 0人 ） 又は 7時00分～23時00

有期派遣パート 20040-11596791 就業場所 長野県上田市

不問 (1)10時30分～17時30分

年齢不問
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20040-11638591 就業場所 長野県上田市

不問

年齢不問
（従業員数 11人 ） 又は17時00分～22時00

パート労働者 20040-11657691 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～15時00分

年齢不問 (3)10時00分～17時00分
（従業員数 19人 ） 又は 9時00分～17時00

パート労働者 20040-11667491 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許（ＡＴ限定）

不問 (1)14時00分～18時00分 普通自動車免許

年齢不問
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20040-11678291 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～14時00分

年齢不問
（従業員数 12人 ） 又は 9時00分～16時00

パート労働者 20040-11679591 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

不問 (1) 9時00分～14時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2) 9時00分～17時00分

年齢不問 (3)14時00分～17時00分
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20040-11680391 就業場所 長野県上田市
調理師

不問 (1) 9時30分～15時00分
(2)16時00分～22時00分

年齢不問
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20040-11683491 就業場所 長野県上田市
調理師

不問 (1) 9時30分～15時00分
(2)16時30分～22時00分

年齢不問
（従業員数 11人 ）

パート労働者 20040-11684791 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

不問 (1) 9時30分～15時00分
(2)16時30分～22時00分

年齢不問
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20040-11685891 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

不問 (1) 9時30分～15時00分
(2)16時30分～22時00分

年齢不問
（従業員数 20人 ）

パート労働者 20040-11686291 就業場所 長野県上田市

不問 (1)10時00分～15時00分
(2)17時00分～22時30分

年齢不問
（従業員数 15人 ） 又は 9時00分～23時00

パート労働者 20040-11446091 就業場所 長野県上田市

不問 (1)11時00分～14時00分
(2)19時00分～22時00分

年齢不問
（従業員数 15人 ） 又は 9時00分～23時00

パート労働者 20040-11447391 就業場所 長野県東御市

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）

デリバリー（ガスト上田
店）

株式会社　すかいらーく
レストランツ

東京都武蔵野市西久保１－２５－８ 雇用・労災

950円～1,100円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

運転手（デイサービス） 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

1,015円～1,115円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（派）接客、配備／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

980円～980円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

（紹介予定派遣）ガソリ
ンスタンドスタッフ／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

900円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

販売員 株式会社　信濃路うさぎ
や

長野県上田市国分１丁目１番２号 雇用・労災

850円～880円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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）

建設機械部品の組立 株式会社　ダイワコーポ
レーション

長野県上田市踏入２丁目１６－５６ 雇用・労災

860円～860円雇用期間の定めなし

調理 有限会社　荻原食品 長野県上田市長瀬２８８９番地１ 労災

848円～1,000円雇用期間の定めなし

お弁当の調理補助 有限会社　荻原食品 長野県上田市長瀬２８８９番地１ 雇用・労災

880円～1,000円雇用期間の定めなし

お弁当の配達及び調理
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

850円～1,000円雇用期間の定めなし

調理師または調理補助
スタッフ

料亭緒環　株式会社 長野県上田市長瀬２８７８－１ 労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし

調理師または調理補助
スタッフ（土・日・祝日）

料亭緒環　株式会社 長野県上田市長瀬２８７８－１ 労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし

接客サービススタッフ 料亭緒環　株式会社 長野県上田市長瀬２８７８－１ 雇用・労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし

接客サービススタッフ
（土・日・祝日限定）

料亭緒環　株式会社 長野県上田市長瀬２８７８－１ 労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし

飲食店のホール・キッチ
ンスタ
ッフ／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 労災

900円～900円雇用期間の定めなし

飲食店のホール・キッチ
ンスタ
ッフ／東御店

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 労災

900円～950円雇用期間の定めなし
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普通自動車免許
不問 (1) 7時30分～ 8時30分

(2)16時00分～17時00分
年齢不問

（従業員数 34人 ）
パート労働者 20040-11455391 就業場所 長野県上田市

不問

年齢不問
（従業員数 60人 ） 又は 6時30分～21時00

パート労働者 20040-11459791 就業場所 長野県上田市

不問

年齢不問
（従業員数 60人 ） 又は 6時00分～20時30

パート労働者 20040-11460591 就業場所 長野県上田市

69歳以下

省令１号
（従業員数 16人 ） 又は 6時00分～14時00

パート労働者 20040-11467791 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

不問 (1)11時00分～16時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問
（従業員数 5人 ）

パート労働者 20040-11478591 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

不問 (1) 9時45分～16時45分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

年齢不問
（従業員数 7人 ）

パート労働者 20040-11480691 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40分～ 8時40分
(2)11時30分～13時30分

年齢不問 (3)16時00分～17時00分
（従業員数 16人 ）

パート労働者 20040-11495091 就業場所 長野県上田市
交替制あり 普通自動車免許

不問 (1) 6時30分～12時30分
(2)13時00分～17時00分

年齢不問 (3)13時30分～19時00分
（従業員数 17人 ）

パート労働者 20040-11506291 就業場所 長野県上田市

不問 (1)10時30分～16時00分

年齢不問
（従業員数 4人 ） 又は 9時00分～17時00

パート労働者 20040-11517091 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 6時00分～14時30分
(2) 6時00分～12時00分

年齢不問 (3) 9時00分～14時30分
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20040-11519691 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

59歳以下 (1)10時00分～16時00分

省令１号
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20070- 8471791 就業場所 長野県上田市
美容師

不問 (1) 9時30分～18時30分

年齢不問
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20070- 8421891 就業場所 長野県上田市
交替制あり

不問 (1) 5時30分～12時00分
(2)13時30分～19時00分

年齢不問
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20010-24521391 就業場所 長野県東御市
交替制あり

不問 (1) 8時30分～15時00分
(2)14時00分～19時30分

年齢不問
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20010-24522691 就業場所 長野県東御市
交替制あり

不問 (1) 5時30分～11時30分
(2)13時30分～19時30分

年齢不問
（従業員数 6人 ）

パート労働者 20010-24531991 就業場所 長野県上田市
交替制あり

不問 (1) 8時30分～15時00分
(2) 9時30分～16時30分

年齢不問
（従業員数 3人 ）

パート労働者 20010-24533791 就業場所 長野県小県郡長和町

18歳以上 (1)19時30分～23時30分
(2)16時30分～23時30分

省令２号
（従業員数 0人 ） 又は16時30分～23時30

有期派遣パート 20111- 6799591 就業場所 長野県上田市

園バスの送迎業務 社会福祉法人　極楽寺
愛育会

長野県上田市中之条５０１－１０ 労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし

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

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし

惣菜部門 有限会社　尾崎商店
（スーパーおざき）

長野県上田市蒼久保５６０ 労災

850円～850円雇用期間の定めなし

タイヤの組み替え他／
アップガレージホイール
ズ

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

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

洗車・車内清掃／ラビッ
ト上田

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

900円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

運転手（送迎）／福田・
常田

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

1,000円～1,100円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

厨房業務（調理・配膳
等）

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 労災

900円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

食器洗浄業務 株式会社　メフォス　長
野事業部　上田営業所

長野県上田市常田２－２０－２６　常田
ビル４Ｆ

雇用・労災

900円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

調理補助／ローマンうえ
だ

株式会社　メフォス　長
野事業部　上田営業所

長野県上田市常田２－２０－２６　常田
ビル４Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

850円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

接客応対（エンゼルパー
ク
上田）

株式会社　一休さんの
はなおか

長野県長野市川中島町原４６３番地６号 労災

950円～950円雇用期間の定めなし

美容師（上田店） 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８
５７－３

労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし

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

850円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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

850円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

調理員（上田市） 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

850円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

調理員（長和町） 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

850円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

（上丸子店）生鮮スー
パーの
レジ業務

株式会社　ＣＢＳ 長野県小諸市大字滋野甲７１７－２ 雇用・労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）



年齢・
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調理師
不問 (1) 5時30分～15時00分

年齢不問
（従業員数 14人 ）

パート労働者 23020-86559291 就業場所 長野県上田市

不問 (1) 5時30分～15時00分
(2)13時00分～19時30分

年齢不問
（従業員数 14人 ）

パート労働者 23020-86566891 就業場所 長野県上田市

不問

年齢不問
（従業員数 4人 ） 又は 9時30分～21時15

パート労働者 33010-46235991 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 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2) 8時30分～17時30分

年齢不問
（従業員数 12人 ）

パート労働者 20020-18744191 就業場所 長野県上田市

不問 (1)10時00分～16時00分
(2) 9時15分～17時00分

年齢不問 (3) 9時15分～16時15分
（従業員数 25人 ）

パート労働者 20040-11369691 就業場所 長野県上田市
フォークリフト運転技能者

不問 (1) 9時00分～15時50分
(2)17時00分～22時00分

年齢不問
（従業員数 85人 ） 又は 8時00分～16時50

パート労働者 20040-11373291 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

18歳以上 (1) 3時00分～ 7時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）
(2) 9時00分～13時00分

省令２号
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20040-11406991 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歳以上 (1) 8時00分～11時00分
(2)13時00分～16時00分

省令２号 (3) 3時00分～ 7時00分
（従業員数 2人 ）

パート労働者 20040-11407491 就業場所 長野県上田市

不問

年齢不問
（従業員数 5人 ） 又は 7時00分～21時00

パート労働者 20040-11416791 就業場所 長野県上田市

64歳以下 (1)10時00分～14時00分

省令１号
（従業員数 50人 ）

パート労働者 20040-11422991 就業場所 長野県上田市

64歳以下 (1) 7時00分～14時00分
(2)17時00分～21時00分

省令１号
（従業員数 50人 ）

パート労働者 20040-11423491 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歳以上 (1) 5時00分～ 9時00分 普通自動車免許
(2)15時00分～19時00分

省令２号 (3) 1時30分～ 5時30分
（従業員数 10人 ）

パート労働者 20040-11429091 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1) 8時30分～12時00分
(2)17時30分～22時00分

省令２号 (3)19時00分～ 7時00分
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20040-11434291 就業場所 長野県上田市
普通自動車免許

不問 (1) 7時00分～10時00分
(2)16時00分～22時00分

年齢不問
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20040-11435591 就業場所 長野県上田市
変形（１ヶ月単位）

18歳以上 (1)20時00分～ 7時00分

省令２号
（従業員数 40人 ）

パート労働者 20040-11436191 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 6人 ）

パート労働者 20040-11438391 就業場所 長野県上田市

不問

年齢不問
（従業員数 7人 ） 又は 9時00分～22時00

パート労働者 20080- 3560491 就業場所 長野県上田市

調理師パート（請）／上
田市

日本ゼネラルフード　株
式会社

愛知県名古屋市中区千代田五丁目７－
５　
パークヒルズ千代田９Ｆ

労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

調理補助（請）／上田市 日本ゼネラルフード　株
式会社

愛知県名古屋市中区千代田五丁目７－
５　
パークヒルズ千代田９Ｆ

労災

850円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

アリオ上田／ファッション
アドバイザー

株式会社アフリカタロウ 岡山市北区田中１０５－１０２ 労災

910円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

警備員（上田・坂城） 株式会社　ヤマタケ 長野県松本市渚４丁目１６－４ 労災

1,025円～1,075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

1,078円～1,078円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

資材の受入・保管 信越明星　株式会社 長野県上田市秋和９４２ 雇用・労災・財
形

900円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

配達 ニュウコウ 長野県上田市上田２０２５－２ 労災

1,000円～1,800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

店長候補（パート） ニュウコウ 長野県上田市上田２０２５－２ 雇用・労災

1,000円～2,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

雑役 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 労災

850円～950円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

清掃業務≪急募≫ 株式会社　花屋ホテル 長野県上田市別所温泉１６９ 労災

850円～1,200円雇用期間の定めなし

旅館業務／接客サービ
ス業務
≪急募≫

株式会社　花屋ホテル 長野県上田市別所温泉１６９ 労災

950円～1,200円雇用期間の定めなし

従業員の送迎運転業務 アート事業協同組合 長野県上田市大手１丁目１２－２３　ＢＩ
Ｇ　ＵＥＤＡ　５０１号室

労災

1,000円～1,250円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

番頭業務 有限会社　中松屋旅館 長野県上田市別所温泉１６２７ 雇用・労災

850円～1,000円雇用期間の定めなし

客室接待係 有限会社　中松屋旅館 長野県上田市別所温泉１６２７ 労災

900円～1,100円雇用期間の定めなし

番頭業務／夜勤 有限会社　中松屋旅館 長野県上田市別所温泉１６２７ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～1,000円雇用期間の定めなし

軽作業 アート梱包運輸　株式会
社

長野県東御市八重原３５１０－１ 雇用・労災

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

たこ焼きの製造販売（上
田市）

有限会社　豊田屋商店 長野県中野市中央４丁目２－４ 労災

900円～1,000円雇用期間の定めなし


