
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

　　　　（輸送・機械運転・警備・農林業）

℡ 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

18歳～66歳 (1)8時30分～17時30分
151,200円～226,800円

TEL 026-224-5400（従業員数 40人 ）
正社員 20010- 5917001 就業場所長野県上田市

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

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
228,500円～260,000円

TEL 0268-24-1669（従業員数 7人 ）
正社員 20040- 2904201 就業場所長野県上田市

30歳以下 (1)8時00分～18時00分
200,000円～200,000円

TEL 0268-61-6111（従業員数 10人 ）
正社員 20040- 2957601 就業場所長野県東御市

18歳～65歳 (1)23時00分～8時00分
380,000円～520,000円

TEL 0268-63-1151（従業員数 61人 ）
正社員 20040- 2976401 就業場所長野県東御市 拠出

変形（1年単位）
18歳以上

280,000円～410,000円

TEL 0268-62-1166（従業員数 65人 ）
正社員 20040- 2860901 就業場所長野県東御市

変形（1ヶ月単位）
18歳～69歳 (1)8時00分～17時00分

151,900円～217,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0268-62-5900（従業員数 50人 ）
正社員 20040- 2824201 就業場所長野県上田市

18歳～69歳 (1)8時00分～17時00分
151,900円～217,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 0268-62-5900（従業員数 50人 ）
正社員 20040- 2825501 就業場所長野県埴科郡坂城町

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

18歳以上 (1)8時00分～17時00分
167,200円～225,720円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0267-26-6661（従業員数 20人 ）
正社員 20111- 1954901 就業場所長野県小諸市

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)20時30分～8時00分

171,000円～185,250円

TEL 043-223-5405（従業員数 4人 ）
正社員以外 12010- 9939101 就業場所長野県上田市

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
240,000円～300,000円

TEL 0268-27-2105（従業員数 6人 ）
正社員 20040- 2820101 就業場所長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～17時40分

163,371円～163,371円

TEL 026-285-2471（従業員数 33人 ）
正社員以外 20070- 2307201 就業場所長野県上田市 厚生

交通誘導警備員（上田・
佐久）≪急募≫

東亜システム警備保障　
株式会社

長野県長野市大字栗田１８３－１ 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

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

運転手 有限会社　松井建材 長野県上田市上田原１８２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形
成

農業スタッフ 有限会社　信州ファーム
荻原

長野県東御市八重原７２３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

長距離ドライバー ＩＰＤ　ロジスティクス　株
式会社

長野県東御市加沢８８－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

大型自動車免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

フォークリフト運転技能者

大型・６ｔトラック運転手　
食品スーパーへの納品
業務

丸協運輸　株式会社 長野県東御市滋野乙１５１９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

交通誘導警備員・駐車場
警備員／上小・小諸他（Ｉ
Ｕターン）

株式会社　グローバル警
備保障　上田営業所

長野県東御市本海野１７５２－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

交通誘導警備員・駐車場
警備員（千曲市・坂城町）

株式会社　グローバル警
備保障　上田営業所

長野県東御市本海野１７５２－３ 雇用・労災・健
康・厚生

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

交通誘導警備員（東信エ
リア）

株式会社　ユニオン警備
保障　東信支社

長野県小諸市大字加増５０４－１３　アイワ
ビル５Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

施設警備員 都市環境整美株式会社　
千葉センター

千葉県千葉市中央区富士見２－３－１　塚
本大千葉ビルディング９Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

法令の規定
により年齢
制限がある

大型車運転手 株式会社　倉島建工 長野県上田市古里７２５－６ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車配送（上田営業
所）　＜急募＞

株式会社　スズキ自販長
野

長野県長野市稲里町中央４丁目１６番地３
３号

雇用・労災・健
康・厚生

８トン限定中型自動車免
許
中型自動車免許

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

不問


