
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

　　　　（管理・専門・技術・フルタイム・パート）

℡ 0268-23-8609

ハローワーク上田

    発行日：7月   3日◎ 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。

不問 (1)9時00分～18時00分
340,605円～506,850円

TEL 025-246-1920 （従業員数 46人 ）
正社員以外 15010-19724301 就業場所 長野県長野市 拠出

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
265,960円～372,313円

TEL 025-246-1920 （従業員数 46人 ）
正社員 15010-19726901 就業場所 長野県長野市 拠出

25歳以下 (1)8時45分～17時15分
163,000円～210,000円

TEL 0263-28-1100 （従業員数 10人 ）
正社員 20020- 9090001 就業場所 長野県上田市 拠出

変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時00分～17時15分

200,000円～260,000円

TEL 0268-68-3535 （従業員数 19人 ）
正社員 20040- 5031901 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

220,000円～280,000円

TEL 0268-68-3535 （従業員数 19人 ）
正社員 20040- 5032101 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

300,000円～350,000円

TEL 0268-68-3535 （従業員数 19人 ）
正社員 20040- 5033401 就業場所 長野県小県郡長和町

変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時00分～17時15分

200,000円～260,000円

TEL 0268-68-3535 （従業員数 19人 ）
正社員 20040- 5039301 就業場所 長野県小県郡長和町

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- 5041401 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15分

300,000円～350,000円

TEL 0268-68-3535 （従業員数 19人 ）
正社員 20040- 5042701 就業場所 長野県小県郡長和町

64歳以下 (1)8時30分～17時15分
181,300円～185,700円

TEL 0268-31-0001 （従業員数 48人 ）
正社員 20040- 5054001 就業場所 長野県上田市 厚生

35歳以下 (1)8時00分～17時30分
182,600円～307,200円

TEL 0268-64-4821 （従業員数 13人 ）
正社員 20040- 5055301 就業場所 長野県東御市

不問 (1)8時30分～17時00分
1,400円～1,500円

TEL 0268-22-6885 （従業員数 109人 ）
パート労働者 20040- 5072901 就業場所 長野県上田市

変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時00分

191,500円～286,000円 (2)16時30分～0時30分
(3)0時00分～9時00分

TEL 0268-22-6885 （従業員数 109人 ）
正社員 20040- 5075701 就業場所 長野県上田市

不問 (1)17時00分～18時30分
1,120円～1,420円 (2)18時40分～20時10分

(3)20時20分～21時50分
TEL 0266-75-1150 （従業員数 10人 ）

パート労働者 20140- 3370601 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時00分～17時00分
1,210円～1,270円 (2)8時30分～17時30分

(3)9時00分～18時00分
TEL 0120-106-311 （従業員数 54人 ）

パート労働者 20140- 3430801 就業場所 長野県上田市

不問 (1)10時00分～19時00分
900円～900円

TEL 0268-29-6630 （従業員数 5人 ）
パート労働者 39010-12699501 就業場所 長野県上田市

35歳以下 (1)7時30分～17時00分
164,000円～220,000円

TEL 0268-39-8522 （従業員数 36人 ）
正社員 20040- 5009701 就業場所 長野県上田市

土木施工管理技術者・積
算技術者（長野県中信）

株式会社　ティーネット
ジャパン　北陸支社　新
潟営業所

新潟県新潟市中央区東大通１－７－１０　新潟セン
トラルビル９Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

２級土木施工管理技
士
２級管工事施工管理
技士雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

その他の土木・測量
技術関係資格

土木施工管理技術者・積
算技術者（正社員／長野
県中信）

株式会社　ティーネット
ジャパン　北陸支社　新
潟営業所

新潟県新潟市中央区東大通１－７－１０　新潟セン
トラルビル９Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

２級土木施工管理技
士
２級管工事施工管理
技士雇用期間の定めなし 定年を上限
その他の土木・測量
技術関係資格

現場管理及び提案営業
（水処理設備）＜上田営
業所＞

甲信商事　株式会社 長野県松本市双葉７番３号 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

ＣＡＤオペレータ／未経
験者

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

ＣＡＤオペレータ／ＣＡ
Ｄ経験者

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 定年を上限

ＣＡＤオペレータ／建築
ＣＡＤ経験者

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 定年を上限

木造建築物の施工及び施
工管理（経験・資格な
し）

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

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

木造建築物の施工及び施
工管理／経験者

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 定年を上限

管理栄養士／しいのみ療
護園

社会福祉法人　上田しい
のみ会

長野県上田市下室賀２８２６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

管理栄養士

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場代理人 第一公害プラント　株式
会社　東信支店

長野県東御市加沢１３１４ 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

看護師または准看護師 医療法人　健和会　小林
脳神経外科・神経内科病
院

長野県上田市常田三丁目１５番４１号 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師または准看護師 医療法人　健和会　小林
脳神経外科・神経内科病
院

長野県上田市常田三丁目１５番４１号 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

塾講師＜東信エリア＞ 株式会社アイキューブ 長野県茅野市塚原１－３－２１いずみビル２Ｆ 労災

雇用期間の定めなし 不問

看護師／ツクイ上田原＜
訪問入浴サービス＞

株式会社ツクイ（長野） 長野県茅野市仲町１５－６ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
保健師

販売スタッフスタジオマ
リオ　マリオ上田／上田
店

（株）キタムラ 高知県高知市本町４丁目１－１６高知電気ビル３Ｆ

（※）

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

林業作業員 信州上小森林組合 長野県上田市富士山２４６４－２２６ 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



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

　　　　（管理・専門・技術・フルタイム・パート）

℡ 0268-23-8609

ハローワーク上田

    発行日：7月   3日◎ 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。

不問 (1)7時00分～16時00分
200,000円～250,000円

TEL 0268-35-2300 （従業員数 17人 ）
正社員 20040- 5022601 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時15分～16時00分

172,000円～184,900円 (2)8時30分～17時15分
(3)10時30分～19時15分

TEL 0268-31-0001 （従業員数 48人 ）
正社員以外 20040- 4997101 就業場所 長野県上田市 厚生

変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)7時15分～16時00分

193,500円～211,500円 (2)8時30分～17時15分
(3)10時30分～19時15分

TEL 0268-31-0001 （従業員数 48人 ）
正社員 20040- 5003001 就業場所 長野県上田市 厚生

不問 (1)8時30分～17時30分
900円～1,000円

TEL 0267-62-0876 （従業員数 6人 ）
パート労働者 20110- 2863601 就業場所 長野県上田市

不問 (1)12時00分～21時00分
220,000円～300,000円

TEL 03-6891-5558 （従業員数 1人 ）
正社員以外 13080-43426201 就業場所 長野県長野市

不問 (1)8時30分～17時00分
164,115円～215,933円

TEL 0268-44-2111 （従業員数1,070人 ）
正社員以外 20040- 4968501 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
205,000円～285,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0268-27-2737 （従業員数 89人 ）
正社員 20040- 4970901 就業場所 長野県上田市

交替制あり
59歳以下 (1)8時40分～17時30分

950円～1,500円

TEL 0268-38-2221 （従業員数 145人 ）
パート労働者 20040- 4972401 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)9時00分～17時00分
128,000円～128,000円

TEL 0268-22-8278 （従業員数 2人 ）
正社員 20040- 4973701 就業場所 長野県上田市

交替制あり
59歳以下 (1)7時00分～20時00分

250,000円～350,000円

TEL 042-568-1170 （従業員数 20人 ）
正社員 20070- 4143501 就業場所 長野県長野市

62歳以下 (1)8時30分～17時15分
230,000円～280,000円

TEL 027-361-1111 （従業員数 5人 ）
正社員 10020- 9783301 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
250,000円～450,000円

TEL 0268-39-7881 （従業員数 10人 ）
正社員 20040- 4955901 就業場所 長野県上田市

交替制あり
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

218,000円～245,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

TEL 0268-42-4165 （従業員数 18人 ）
正社員 20040- 4956101 就業場所 長野県上田市

栄養士 有限会社　荻原食品 長野県上田市長瀬２８８９番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

栄養士

雇用期間の定めなし 不問

生活支援員／しいのみ療
護園（嘱託）

社会福祉法人　上田しい
のみ会

長野県上田市下室賀２８２６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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あり

（４ヶ月以上）
法令の規定
により年齢
制限がある

介護職員／しいのみ療護
園（正職員）

社会福祉法人　上田しい
のみ会

長野県上田市下室賀２８２６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

インストラクター・介護
職員（ジョイリハながの
上田原）

相馬商事　株式会社 長野県佐久市野沢１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

大型量販店のエリアリス
クマネージャー／長野県
内

株式会社　エス・ピー・
ネットワーク

東京都杉並区上荻１－２－１
Ｄａｉｗａ荻窪タワー１６階

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

歯科衛生士 厚生連　鹿教湯三才山リ
ハビリテーションセン
ター

長野県上田市鹿教湯温泉１３０８ 雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護支援専門員（神科居
宅介護支援センターぬく
もり）

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

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護員（グループホーム
塩田）

医療法人　共和会　塩田
病院

長野県上田市中野２９－２ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護職員初任者研修
修了者
介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限
介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

産業廃棄物収集運搬 有限会社　日興薬品 長野県上田市築地４８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

惣菜の製造及び販売・店
長候補

株式会社　ゼストクック　
南長野店

長野県長野市篠ノ井杵淵字大門西４７２－２
Ａコープ　南長野店内

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気設備、電気計装設備
施工管理（上田市）

藤田エンジニアリング　
株式会社

群馬県高崎市飯塚町１１７４－５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木現場管理者・作業者
及び中長距離運転手【急
募】

株式会社　イノウエ 長野県上田市舞田７０８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

牽引免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

車両系建設機械（基
礎工事用）運転技能

幹部候補（生活相談員） 株式会社　シックスセン
ス

長野県上田市長瀬１７２４－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
その他

介護福祉士

社会福祉士
雇用期間の定めなし 法令の規定

により年齢
制限がある

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）


