
年齢・

職種 年齢制限該当事由 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

　　　　（事務関係・フルタイム・パート） 発行日：4月3日

℡ 0268-23-8609

  （上田公共職業安定所）◎ 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。

変形（1年単位）
45歳以下 (1)9時00分～18時00分

190,000円～300,000円

TEL 025-227-5105（従業員数 3人 ）
正社員 15010-10879201 就業場所長野県上田市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

160,000円～200,000円

TEL 026-244-3386（従業員数 5人 ）
正社員 20010- 5890701 就業場所長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
18歳～44歳 (1)12時00分～21時00分

180,000円～350,000円 (2)15時00分～0時00分

TEL 0268-64-5050（従業員数 20人 ）
正社員 20040- 2884301 就業場所長野県上田市

59歳以下 (1)7時30分～16時30分
210,000円～250,000円

TEL 0268-22-0473（従業員数 12人 ）
正社員 20040- 2893601 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～16時50分

165,000円～350,000円

TEL 0268-22-5252（従業員数 219人 ）
正社員 20040- 2894901 就業場所長野県上田市

44歳以下 (1)8時00分～16時50分
165,000円～350,000円

TEL 0268-22-5252（従業員数 219人 ）
正社員 20040- 2895101 就業場所長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
18歳～44歳 (1)8時00分～16時50分

165,000円～350,000円 (2)12時00分～20時50分
(3)15時00分～23時50分

TEL 0268-22-5252（従業員数 219人 ）
正社員 20040- 2897701 就業場所長野県上田市

59歳以下 (1)9時00分～13時00分
900円～900円

TEL 0268-23-5514（従業員数 260人 ）
パート労働者 20040- 2901401 就業場所長野県上田市

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
180,000円～280,000円

TEL 0268-62-0181（従業員数 39人 ）
正社員 20040- 2902701 就業場所長野県東御市

変形（1年単位）
38歳以下 (1)9時00分～18時00分

205,000円～235,000円

TEL 0000-00-0000（従業員数 20人 ）
正社員 20040- 2908601 就業場所長野県上田市

38歳以下 (1)9時00分～18時00分
235,000円～245,000円

TEL 0000-00-0000（従業員数 20人 ）
正社員 20040- 2910701 就業場所長野県上田市

59歳以下 (1)9時00分～17時30分
250,000円～400,000円

TEL 0268-26-7311（従業員数 3人 ）
正社員 20040- 2915301 就業場所長野県上田市

変形（1年単位）
39歳以下 (1)9時00分～18時00分

200,000円～400,000円 (2)9時00分～16時00分

TEL 0268-21-2620（従業員数 20人 ）
正社員 20040- 2920201 就業場所長野県上田市

39歳以下 (1)9時00分～18時00分
200,000円～400,000円 (2)9時00分～16時00分

TEL 0268-21-2620（従業員数 20人 ）
正社員 20040- 2926101 就業場所長野県上田市

44歳以下 (1)9時00分～18時00分
220,000円～250,000円

TEL 0268-28-6275（従業員数 18人 ）
正社員 20040- 2929801 就業場所長野県上田市

変形（1年単位）
39歳以下 (1)9時00分～18時00分

200,000円～400,000円 (2)9時00分～16時00分

TEL 0268-21-2620（従業員数 20人 ）
正社員 20040- 2931601 就業場所長野県上田市

不問 (1)9時00分～18時00分
900円～1,250円

TEL 0268-21-2620（従業員数 20人 ）
パート労働者 20040- 2933101 就業場所長野県上田市

インテリアアドバイザー
（営業／上田店／長野県
上田市）

株式会社　ルームワン 新潟県新潟市東区下木戸１－２－４０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

営業事務及びインテリア
コーディネーター（上田
市）

ホクシンハウス（北信商
建株式会社）

長野県長野市大字南長池２２８－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホール・キッチンスタッ
フ／炭火焼肉牛角国分店

株式会社　ココネット 長野県東御市常田５８８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

営業事務（管理職候補） 諏訪冷蔵　株式会社 長野県上田市秋和３０５－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

生産管理 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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

営業 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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

品質管理 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

雇用期間の定めなし キャリア形
成

一般事務／パート 長野県連合青果　株式会
社

長野県上田市秋和５３１－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

定年を上限

電子部品の製造・工程管
理

神栄キャパシタ　株式会
社

長野県東御市田中３１３番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

賃貸マーケティングス
タッフ

大東建託パートナーズ　
株式会社　上田営業所

長野県上田市中央西１－１５－３４　紺屋町ビ
ル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

賃貸アパート・マンショ
ン等の管理サービスス
タッフ

大東建託パートナーズ　
株式会社　上田営業所

長野県上田市中央西１－１５－３４　紺屋町ビ
ル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

社会保険労務士業務 社会保険労務士法人　コ
ア・ステラ

長野県上田市古里６９２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

社会保険労務士

雇用期間の定めなし 定年を上限

データ編集 株式会社　コマースポイ
ント

長野県上田市住吉３４３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

出荷・倉庫作業 株式会社　コマースポイ
ント

長野県上田市住吉３４３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

人材コーディネーター 株式会社　エイジェック　
上田オフィス

長野県上田市踏入２－１６－７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

カスタマーサービス 株式会社　コマースポイ
ント

長野県上田市住吉３４３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

データ編集【１日３Ｈ
～、週３日からＯＫ、未
経験ＯＫ】

株式会社　コマースポイ
ント

長野県上田市住吉３４３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問
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不問 (1)9時00分～18時00分
900円～1,250円

TEL 0268-21-2620（従業員数 20人 ）
パート労働者 20040- 2935701 就業場所長野県上田市

不問 (1)9時00分～18時00分
900円～1,250円

TEL 0268-21-2620（従業員数 20人 ）
パート労働者 20040- 2938501 就業場所長野県上田市

不問
900円～900円

TEL 0268-38-2047（従業員数 2人 ）
パート労働者 20040- 2955001 就業場所長野県上田市

変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～250,000円 (2)8時00分～17時30分

TEL 0268-24-6888（従業員数 5人 ）
正社員 20040- 2874501 就業場所長野県上田市

交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

187,000円～242,000円 (2)7時30分～17時00分
(3)9時00分～18時30分

TEL 0268-27-2737（従業員数 70人 ）
正社員 20040- 2875001 就業場所長野県上田市

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
150,000円～200,000円

TEL 0268-25-2572（従業員数 12人 ）
正社員 20040- 2876301 就業場所長野県上田市

変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

199,000円～256,000円

TEL 0268-23-0126（従業員数 11人 ）
正社員 20040- 2851601 就業場所長野県上田市

不問 (1)9時00分～18時00分
140,800円～140,800円

TEL 0268-75-5287（従業員数 7人 ）
正社員 20040- 2853101 就業場所長野県上田市

不問 (1)9時00分～18時00分
152,000円～160,000円

TEL 0268-21-7093（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20040- 2858501 就業場所長野県上田市

不問 (1)8時15分～11時45分
900円～950円 (2)14時30分～17時00分

TEL 0268-64-6200（従業員数 8人 ）
パート労働者 20040- 2862401 就業場所長野県東御市

交替制あり
不問 (1)9時00分～17時00分

887円～887円 (2)10時00分～18時00分
(3)14時00分～22時00分

TEL 0268-22-4100（従業員数 22人 ）
パート労働者 20040- 2864801 就業場所長野県上田市

不問 (1)8時00分～17時00分
205,000円～230,000円

TEL 0000-00-0000（従業員数 24人 ）
正社員以外 20040- 2867001 就業場所長野県上田市

不問 (1)8時20分～17時05分
175,000円～220,000円

TEL 0268-38-8690（従業員数 72人 ）
正社員 20040- 2868301 就業場所長野県上田市

不問 (1)8時20分～17時00分
181,125円～181,125円

TEL 0268-21-7093（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20040- 2834001 就業場所長野県上田市

不問 (1)8時30分～17時30分
178,080円～226,800円

TEL 0268-21-7093（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20040- 2836601 就業場所長野県上田市

不問 (1)9時00分～18時00分
144,000円～152,000円

TEL 0268-21-7093（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20040- 2837901 就業場所長野県上田市

不問
860円～1,190円

TEL 0268-27-2025（従業員数 13人 ）
パート労働者 20040- 2844601 就業場所長野県上田市

ネットショップの物流倉
庫作業【１日４Ｈ～週３
日からＯＫ】

株式会社　コマースポイ
ント

長野県上田市住吉３４３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ネットショップのお客様
対応（メール・電話）・
事務作業

株式会社　コマースポイ
ント

長野県上田市住吉３４３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

事務・客室のセット・送
迎

旅館　桂　荘 長野県上田市別所温泉１６７１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

事務 株式会社　有賀技建 長野県上田市殿城１２１４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務職 医療法人　慈修会 長野県上田市住吉３２２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

メディカルクラーク（医
療事務技能審査）
医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務≪急募≫ 株式会社　ヤマザキ 長野県上田市国分１４８９－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務（上田営業所） ソーワテクニカ　株式会
社　上田営業所

長野県上田市古里１６３２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

電子部品の組立・検査 ソニックテクノロジー　
株式会社

長野県上田市真田町本原１０１５－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

（紹介予定派遣）営業事
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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

受付事務 医療法人　春仁会　春原
整形外科クリニック

長野県東御市常田３９９－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

一般事務員／交流文化芸
術センター

上田市役所 長野県上田市大手１丁目１１番１６号 雇用・公災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

生産管理 明興双葉株式会社　上田
ハイブリッドファクト
リー

長野県上田市常磐城２３８１－３２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

生産管理、購買・外注管
理

株式会社　長野汎用計器
製作所

長野県上田市富士山２４１２番地３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 不問

（派）自動車部品製造会
社での受け入れ作業／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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

（紹介予定派遣）機械オ
ペレーター／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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

（紹介予定派遣）メンテ
ナンスと出荷業／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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

真田老人福祉センター臨
時職員

社会福祉法人　上田市社
会福祉協議会

長野県上田市中央３－５－１　上田市ふれあい
福祉センター内

雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許

大型自動車免許
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
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40歳以下 (1)8時00分～17時15分
150,000円～180,000円

TEL 0268-68-3535（従業員数 19人 ）
正社員 20040- 2847401 就業場所長野県小県郡長和町

不問 (1)9時00分～17時00分
850円～850円 (2)9時00分～15時00分

TEL 0268-25-3597（従業員数 4人 ）
パート労働者 20040- 2848701 就業場所長野県上田市

59歳以下 (1)9時00分～17時30分
180,000円～300,000円

TEL 0268-26-7311（従業員数 3人 ）
正社員 20040- 2815801 就業場所長野県上田市

不問 (1)9時00分～15時00分
1,000円～1,000円

TEL 0268-25-8783（従業員数 14人 ）
パート労働者 20040- 2818001 就業場所長野県上田市

不問 (1)8時30分～17時15分
917円～917円

TEL 0268-23-1260（従業員数 44人 ）
パート労働者 20040- 2819301 就業場所長野県上田市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

240,000円～300,000円

TEL 0268-63-6155（従業員数 17人 ）
正社員 20110- 1767501 就業場所長野県東御市

事務職 齋藤木材工業　株式会社 長野県小県郡長和町古町４２９４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし キャリア形
成

鑑定評価補助業務 株式会社　西入不動産鑑
定事務所

長野県上田市中央１－３－１３ 雇用・労災 宅地建物取引士（旧：宅
地建物取引主任者）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

社会保険労務士補助業務 社会保険労務士法人　コ
ア・ステラ

長野県上田市古里６９２－２ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

出荷・配送 有限会社　ウスザワ 長野県上田市上塩尻２６１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務補助 長野県　上田保健福祉事
務所

長野県上田市材木町１－２－６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

営業（東御市本社・佐久
支店）

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

雇用期間の定めなし 定年を上限


