
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

　　　　（営業・販売・サービス関係）

℡ 0268-23-8609

発行日：4月3日

  （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）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

196,000円～313,000円

TEL 0276-46-1111（従業員数 3人 ）
正社員 10050- 2719001 就業場所 長野県上田市 給付

変形（1ヶ月単位）
不問

200,000円～220,000円

TEL 0276-63-4577（従業員数 7人 ）
正社員 10060- 1760401 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
不問

200,000円～300,000円

TEL 0276-63-4577（従業員数 7人 ）
正社員 10060- 1762801 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
18歳～44歳 (1)9時00分～18時00分

215,000円～259,000円 (2)12時00分～21時00分
(3)15時00分～0時00分

TEL 0120-314-520（従業員数 69人 ）
正社員 13040-38571401 就業場所 長野県上田市 厚生

変形（1ヶ月単位）
44歳以下 (1)8時30分～18時00分

190,000円～240,000円 (2)12時00分～21時30分

TEL 026-267-9110（従業員数 9人 ）
正社員 20010- 5853601 就業場所 長野県上田市

変形（1年単位）
44歳以下 (1)9時00分～18時00分

170,000円～300,000円

TEL 026-244-3386（従業員数 5人 ）
正社員 20010- 5902901 就業場所 長野県上田市

変形（1年単位）
40歳以下 (1)9時00分～18時00分

220,000円～275,000円

TEL 026-267-9000（従業員数 4人 ）
正社員 20010- 5926301 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

170,000円～300,000円

TEL 026-244-3386（従業員数 5人 ）
正社員 20010- 5945101 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15分

163,000円～250,000円

TEL 0263-48-1234（従業員数 6人 ）
正社員 20020- 5228601 就業場所 長野県上田市 拠出

変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～17時00分

250,000円～300,000円

TEL 0268-25-2712（従業員数 3人 ）
正社員 20040- 2882501 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

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

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)8時10分～17時00分
172,000円～251,400円

TEL 0268-38-5171（従業員数 161人 ）
正社員 20040- 2916601 就業場所 長野県上田市

交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

200,000円～260,000円

TEL 0268-75-2337（従業員数 16人 ）
正社員 20040- 2932901 就業場所 長野県上田市

交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

177,500円～200,000円

TEL 0268-75-2337（従業員数 16人 ）
正社員 20040- 2939001 就業場所 長野県上田市

40歳以下 (1)9時30分～18時30分
185,000円～225,000円

TEL 0268-71-6505（従業員数 11人 ）
正社員 20040- 2963001 就業場所 長野県上田市

営業（上田営業所） 株式会社　カネコ・コー
ポレーション

群馬県太田市東矢島町２０２番地 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

アイリスト・アイデザイ
ナー／上田市

有限会社えむ 群馬県邑楽郡大泉町吉田２９７０ 雇用・労災・
健康・厚生

美容師

雇用期間の定めなし 不問

カラーリスト（美容師）
／上田市

有限会社えむ 群馬県邑楽郡大泉町吉田２９７０ 雇用・労災・
健康・厚生

美容師

雇用期間の定めなし 不問

回転寿司業務（店長・幹
部候補）／上田常入店

株式会社　はま寿司 東京都港区港南２－１８－１　
ＪＲ品川イ－ストビル

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

アパレル販売員（アズー
ルバイマウジー上田店）
（上田市）

株式会社　サンテック 長野県長野市南千歳町８６２番地５　パールビル
３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

不動産営業（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

宅地建物取引士（旧：
宅地建物取引主任者）

雇用期間の定めなし キャリア形
成

不動産賃貸仲介の営業
（上田市）

株式会社　東邦不動産プ
ラザ

長野県長野市北石堂町１４５５ 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

建築営業（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

セールスエンジニア（上
田営業所）

株式会社　関東甲信クボ
タ　中部事務所

長野県松本市大字和田字南西原３９６７－８ 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

不動産営業 トーワ不動産建設　株式
会社

長野県上田市中央西２丁目２－２０ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

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 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

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

営業技術 株式会社　堀内電機製作
所　上田事業所

長野県上田市保野２４１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士／リハビリ道
場常田

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・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 不問

介護員／リハビリ道場常
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・
健康・厚生

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修
了者雇用期間の定めなし 不問

職業指導員及び生活支援
員

ワンズ株式会社　「就労
移行支援及び多機能型支
援事業所ワンズ」

長野県上田市常田２－３５－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成
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交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

200,000円～260,000円

TEL 0268-75-2337（従業員数 16人 ）
正社員 20040- 2968401 就業場所 長野県上田市

交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

177,500円～200,000円

TEL 0268-75-2337（従業員数 19人 ）
正社員 20040- 2971001 就業場所 長野県上田市

交替制あり
18歳～59歳 (1)10時00分～20時00分

181,000円～263,800円 (2)12時00分～22時00分
(3)10時00分～23時00分

TEL 0268-68-0188（従業員数 10人 ）
正社員 20040- 2980001 就業場所 長野県小県郡長和町

45歳以下 (1)8時30分～17時15分
184,100円～290,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 026-284-4811（従業員数 3人 ）
正社員 20070- 2387901 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下

200,000円～300,000円

TEL 0268-63-6155（従業員数 13人 ）
正社員 20110- 1765801 就業場所 長野県東御市

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

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

168,800円～168,800円 (2)11時00分～20時00分
(3)12時30分～21時30分

TEL 0267-44-1500（従業員数 8人 ）
正社員 20111- 1967801 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)10時00分～19時00分
217,500円～217,500円

TEL 053-485-2846（従業員数 8人 ）
正社員 22020- 7669101 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
18歳～45歳

239,862円～245,344円

TEL 045-224-7095（従業員数 43人 ）
正社員 14010-16460901 就業場所 長野県上田市 拠出

変形（1ヶ月単位）
18歳～45歳

239,862円～245,344円

TEL 045-224-7095（従業員数 57人 ）
正社員 14010-16494901 就業場所 長野県上田市 拠出

変形（1ヶ月単位）
18歳～45歳

239,862円～245,344円

TEL 045-224-7095（従業員数 51人 ）
正社員 14010-16540901 就業場所 長野県上田市 拠出

交替制あり
不問 (1)11時00分～20時00分

246,400円～246,400円

TEL 0268-21-7093（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20040- 2857201 就業場所 長野県上田市

介護福祉士／リハビリ健
康道場福田

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

介護福祉士

雇用期間の定めなし 不問

介護員／リハビリ健康道
場福田

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

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修
了者雇用期間の定めなし 不問

調理・接客／長和本店 有限会社　花梨　「食の
散歩道　かりん亭」

長野県小県郡長和町古町２４２４－１７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業（上田） 富士工機　株式会社 長野県長野市青木島三丁目９番地１０ 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

飲食店（うどん店）の副
店長候補【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

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

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

（上田店）生活雑貨ホー
ムバザーの店舗スタッフ

株式会社　カーメルウォ
ンツ

長野県北佐久郡軽井沢町追分１６１２－３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

住宅営業（上田市） 株式会社　一条工務店 静岡県浜松市西区大久保町１２２７－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

総合職 カッパ・クリエイト　株
式会社

神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１　ラ
ンドマークタワー１２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

総合職 カッパ・クリエイト　株
式会社

神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１　ラ
ンドマークタワー１２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

総合職 カッパ・クリエイト　株
式会社

神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１　ラ
ンドマークタワー１２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

（派）ＵＱモバイル製品
やサービスの販売／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


