
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

　　　　（印刷・機械・食品関係）

℡ 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。

◎ 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。

変形（1年単位）
59歳以下 (1)10時00分～18時30分

181,500円～260,000円

TEL 026-264-5060（従業員数 22人 ）
正社員 20010- 5762501 就業場所 長野県上田市 拠出

59歳以下 (1)8時30分～17時15分
162,100円～205,600円

TEL 0268-38-9511（従業員数 234人 ）
正社員 20040- 2885601 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時30分～17時15分
155,000円～155,000円

TEL 0268-38-9511（従業員数 234人 ）
正社員以外 20040- 2886901 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時30分～17時15分
170,500円～170,500円

TEL 0268-38-9511（従業員数 234人 ）
正社員以外 20040- 2887101 就業場所 長野県上田市

30歳以下 (1)8時15分～17時15分
174,400円～250,000円

TEL 0268-35-1601（従業員数 25人 ）
正社員 20040- 2890501 就業場所 長野県上田市

44歳以下 (1)8時15分～17時15分
160,000円～180,000円

TEL 0268-31-3900（従業員数 20人 ）
正社員 20040- 2896401 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- 2898801 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

不問 (1)8時30分～17時30分
146,160円～162,400円

TEL 0268-62-0181（従業員数 39人 ）
正社員以外 20040- 2903801 就業場所 長野県東御市

35歳以下 (1)8時30分～17時30分
180,000円～210,000円

TEL 0268-22-2896（従業員数 43人 ）
正社員 20040- 2907301 就業場所 長野県上田市

変形（1年単位）
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

280,000円～325,000円 (2)9時00分～17時00分

TEL 0268-63-7373（従業員数 35人 ）
正社員 20040- 2914001 就業場所 長野県東御市

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- 2917901 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- 2918101 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
18歳～40歳 (1)8時00分～20時00分

295,000円～325,000円 (2)20時00分～8時00分

TEL 0268-49-3931（従業員数 46人 ）
正社員 20040- 2919401 就業場所 長野県小県郡青木村

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

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～350,000円

TEL 0268-42-6000（従業員数 8人 ）
正社員 20040- 2961201 就業場所 長野県上田市 給付

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～350,000円

TEL 0268-42-6000（従業員数 8人 ）
正社員 20040- 2962501 就業場所 長野県上田市 給付

自動車整備職（上田市） 長野トヨペット　株式会社 長野県長野市南石堂町１３２６－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造設備の保全業務（機
械）

三菱ケミカルインフラテッ
ク株式会社　上田事業所

長野県上田市富士山２４７１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

２級機械保全技能士

雇用期間の定めなし 定年を上限

製品（板材）の加工 三菱ケミカルインフラテッ
ク株式会社　上田事業所

長野県上田市富士山２４７１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

製造ラインでの原材料受
入等生産準備

三菱ケミカルインフラテッ
ク株式会社　上田事業所

長野県上田市富士山２４７１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

技術職 カイセ　株式会社 長野県上田市林之郷４２２ 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

機械加工及び溶接の出
荷前完成品検査

有限会社　新工 長野県上田市仁古田１２２２－１
（本社：長野県小県郡青木村当郷３４－４）

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

生産ラインのオペレー
ター

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

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

電子部品の組立・検査 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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

機械加工オペレーター アカネ工業　株式会社 長野県上田市福田３５６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

パティシエ 株式会社　ヴィラデストワ
イナリー

長野県東御市和６０２７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ＰＬＣ制御技術 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

機械設計技術 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

精密ネジの熱処理オペ
レーター

株式会社　みすず精工　
田沢工場

長野県小県郡青木村田沢１２６６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

危険物取扱者（乙種）

雇用期間の定めなし キャリア形
成

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

自動車整備士 株式会社　丸子車体工
業

長野県上田市下丸子４５３－５ 雇用・労災・健
康・厚生

三級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車板金・塗装・ロード
サービス

株式会社　丸子車体工
業

長野県上田市下丸子４５３－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限
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  （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。
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◎ 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。

44歳以下 (1)8時15分～17時15分
170,000円～180,000円

TEL 0268-31-3900（従業員数 15人 ）
正社員 20040- 2965601 就業場所 長野県上田市

変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時15分～17時00分

150,000円～200,000円

TEL 0268-38-6596（従業員数 48人 ）
正社員 20040- 2967101 就業場所 長野県上田市

44歳以下 (1)8時15分～17時15分
170,000円～180,000円

TEL 0268-31-3900（従業員数 20人 ）
正社員 20040- 2969701 就業場所 長野県上田市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

215,000円～290,000円

TEL 0268-63-6155（従業員数 11人 ）
正社員 20110- 1766201 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

173,000円～260,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)14時00分～20時00分

TEL 027-350-3322（従業員数 13人 ）
正社員 10020- 5824201 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
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- 2850301 就業場所 長野県上田市

変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時25分～17時15分

190,000円～250,000円

TEL 0268-31-1200（従業員数 7人 ）
正社員 20040- 2852901 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)8時20分～17時10分
170,500円～170,500円

TEL 0268-21-7093（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20040- 2832201 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時30分～17時20分
168,000円～168,000円

TEL 0268-21-7093（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20040- 2835301 就業場所 長野県東御市

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

44歳以下 (1)9時00分～18時00分
165,000円～270,000円

TEL 0268-42-6111（従業員数 2人 ）
正社員 20040- 2842001 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)8時00分～17時15分
170,000円～250,000円

TEL 0268-68-3535（従業員数 19人 ）
正社員 20040- 2845901 就業場所 長野県小県郡長和町

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時15分

170,000円～250,000円

TEL 0268-68-3535（従業員数 11人 ）
正社員 20040- 2846101 就業場所 長野県小県郡長和町

不問 (1)9時00分～17時30分
149,250円～149,250円

TEL 03-5447-2280（従業員数 4人 ）
正社員以外 13040-36968101 就業場所 長野県上田市

44歳以下 (1)8時30分～17時00分
200,000円～250,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0268-22-8276（従業員数 5人 ）
正社員 20040- 2816201 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時30分～17時00分
155,925円～173,250円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0268-22-8276（従業員数 5人 ）
正社員以外 20040- 2817501 就業場所 長野県上田市

溶接工／小泉工場 有限会社　新工 長野県上田市仁古田１２２２－１
（本社：長野県小県郡青木村当郷３４－４）

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

溶接・鈑金加工 株式会社　ホシバ 長野県上田市古安曽２２４８－１３ 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

機械加工及び溶接／仁
古田工場

有限会社　新工 長野県上田市仁古田１２２２－１
（本社：長野県小県郡青木村当郷３４－４）

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

技術職・工場管理（東部
工場）

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

コンクリート技士・コンク
リート主任技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

整備スタッフ（セルフしお
だ野）

コスモ石油販売株式会社　
北関東カンパニー

群馬県高崎市中泉町５４１－２　＊ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

サービスエンジニア（水
道設備関係）

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

建築模型製作スタッフ
【急募】

株式会社　オーサン模型 長野県上田市仁古田１１１１－１ 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

（派）モーターの製造会社
での組立／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

（派）電子部品の製造工
場での検査組立／東御
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

機械加工オペレーター 株式会社　泰誠エンジニ
アリング　長野工場

長野県上田市長瀬１０４０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

木材加工／古町工場 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

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

フォークリフト業務（林材
工場）

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

フォークリフト運転技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

ハンディプリンタの製造
に関わる業務／上田市

大崎データテック　株式
会社

東京都品川区東五反田２－１－１０　大崎電
気ビル

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問

墓石・石塀等の建立施工
作業／正社員≪急募≫

有限会社　七久里石材
店

長野県上田市常磐城５－２－５ 雇用・労災・健
康・厚生

移動式クレーン運転士

玉掛技能者
雇用期間の定めなし キャリア形

成 ショベルローダー等運転
技能者

墓石・石塀等の建立施工
作業／契約社員≪急募
≫

有限会社　七久里石材
店

長野県上田市常磐城５－２－５ 雇用・労災・健
康・厚生

移動式クレーン運転士

玉掛技能者
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問
ショベルローダー等運転
技能者


