
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

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。

交替制あり
30歳以下

166,770円～222,420円

TEL 0285-37-1115（従業員数 26人 ）
正社員 09090- 5153101 就業場所 長野県佐久市

変形（1ヶ月単位）
不問

200,000円～300,000円

TEL 070-4226-5633（従業員数 7人 ）
正社員 10060- 3269001 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
不問

200,000円～220,000円

TEL 070-4226-5633（従業員数 7人 ）
正社員 10060- 3270901 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～18時00分
200,000円～300,000円

TEL 048-650-1090（従業員数 0人 ）
正社員以外 11030-17248001 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

222,000円～222,000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 13040-65736201 就業場所 長野県上田市 厚生

変形（1ヶ月単位）
31歳以下 (1)8時45分～17時30分

171,924円～215,959円

TEL 0268-24-7304（従業員数 15人 ）
正社員 20010-10031001 就業場所 長野県上田市

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

30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- 9096701 就業場所 長野県上田市 拠出

不問 (1)8時30分～18時30分
146,534円～200,000円

TEL 0268-63-1216（従業員数 2人 ）
正社員 20040- 5027801 就業場所 長野県東御市

不問 (1)10時00分～19時00分
180,000円～200,000円

TEL 0268-31-0310（従業員数 0人 ）
正社員 20040- 5028201 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

250,000円～350,000円

TEL 0268-26-5454（従業員数 13人 ）
正社員 20040- 5038001 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
208,000円～233,000円

TEL 0268-22-6255（従業員数 15人 ）
正社員 20040- 5059401 就業場所 長野県上田市

交替制あり
18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分

155,825円～190,325円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

TEL 0268-43-1600（従業員数 131人 ）
正社員 20040- 5064601 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

175,000円～215,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0268-43-4098（従業員数 580人 ）
正社員 20040- 5073101 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

175,000円～215,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0268-43-4098（従業員数 70人 ）
正社員 20040- 5076801 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

175,000円～215,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0268-43-4098（従業員数 110人 ）
正社員 20040- 5077201 就業場所 長野県上田市

交替制あり
不問

210,000円～300,000円

TEL 0268-24-4118（従業員数 40人 ）
正社員 20040- 5078501 就業場所 長野県上田市

店舗運営・販売　（長野
県）

株式会社　カワチ薬品 栃木県小山市大字卒島１２９３ 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

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

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

営業［上田モデル店／上
田市上田原］

株式会社　アイダ設計 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－２８６　ア
イダ設計　本社

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

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

セールスドライバー（上
田市）≪急募≫

株式会社　サニクリーン
甲信越

長野県長野市大字川合新田２０６０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

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

営業（工作機械）（上
田）

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

トリマー／東御店 わんにゃんはうす　Ｋ－
９

長野県東御市県１１６－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

大衆食堂での調理全般 仁古田食堂 長野県上田市仁古田６０２－１ その他

雇用期間の定めなし 不問

ルート営業 ケント商事　株式会社 長野県上田市福田２２０－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業職 株式会社　新村 長野県上田市秋和１９９－４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員／ベルポートま
るこ

社会福祉法人　大樹会 長野県小県郡青木村田沢３４０２－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

介護福祉士

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員初任者研修修
了者

介護福祉士　病院 医療法人　丸山会 長野県上田市中丸子１７７１番地１ 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

介護福祉士　ケアまるこ 医療法人　丸山会 長野県上田市中丸子１７７１番地１ 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

介護福祉士　御所苑 医療法人　丸山会 長野県上田市中丸子１７７１番地１ 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

調理全般≪急募≫ 有限会社　ピギーワーク
ス　「とんかつ　こぶた
や」

長野県上田市中央６丁目４－５７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問
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変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

170,000円～185,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0268-43-4098（従業員数 580人 ）
正社員 20040- 5079001 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

170,000円～185,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0268-43-4098（従業員数 110人 ）
正社員 20040- 5080901 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

170,000円～185,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0268-43-4098（従業員数 70人 ）
正社員 20040- 5081101 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

251,000円～320,000円

TEL 0268-26-3700（従業員数 74人 ）
正社員 20040- 5097601 就業場所 長野県上田市 拠出

変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)9時00分～18時30分

150,000円～230,000円

TEL 080-4051-8274（従業員数 8人 ）
正社員 20050- 3719501 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)8時40分～17時30分
216,200円～271,500円

TEL 0265-72-0111（従業員数 4人 ）
正社員 20060- 3928401 就業場所 長野県上田市 拠出

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

168,732円～173,720円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0120-106-311（従業員数 31人 ）
正社員以外 20140- 3423201 就業場所 長野県上田市

40歳以下 (1)9時00分～18時00分
187,375円～212,885円

TEL 0266-28-1558（従業員数 8人 ）
正社員 20141- 1879001 就業場所 長野県東御市

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 22020-13760001 就業場所 長野県上田市

フレックス
39歳以下

168,000円～211,500円

TEL 092-686-5902（従業員数 16人 ）
正社員 40010-35928701 就業場所 長野県長野市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

168,000円～210,000円 (2)6時00分～15時00分
(3)10時00分～19時00分

TEL 0268-75-8625（従業員数 0人 ）
正社員 20040- 5011001 就業場所 長野県上田市

変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時40分～17時40分

230,000円～240,000円 (2)8時40分～15時40分

TEL 0268-23-8400（従業員数 34人 ）
正社員 20040- 5012301 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～14時00分

180,000円～250,000円 (2)17時30分～22時00分
(3)19時00分～7時00分

TEL 0268-38-3123（従業員数 40人 ）
正社員 20040- 5018801 就業場所 長野県上田市

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

交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～14時30分

160,000円～160,000円

TEL 0268-62-6102（従業員数 35人 ）
正社員 20040- 4980401 就業場所 長野県東御市

交替制あり
不問 (1)9時00分～18時00分

146,880円～146,880円

TEL 0268-71-7118（従業員数 12人 ）
正社員以外 20040- 4983201 就業場所 長野県上田市

交替制あり
不問

146,880円～146,880円

TEL 0268-71-7118（従業員数 15人 ）
正社員以外 20040- 4985001 就業場所 長野県上田市

介護職員　（病院） 医療法人　丸山会 長野県上田市中丸子１７７１番地１ 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なし 定年を上限

介護職員　（御所苑） 医療法人　丸山会 長野県上田市中丸子１７７１番地１ 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なし 定年を上限

介護職員　（ケアまる
こ）

医療法人　丸山会 長野県上田市中丸子１７７１番地１ 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なし 定年を上限

建設業界向けのセールス
エンジニア職（専門技術
職）／本社

株式会社　シーティーエ
ス

長野県上田市古里１１５番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業（上田支店） 株式会社　エース・リ
フォーム

長野県下伊那郡高森町牛牧５６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

サービスエンジニア（上
田営業所）

株式会社　ハーモ 長野県上伊那郡南箕輪村４１２４－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ケアクルー／ツクイ上田
秋和＜デイサービス＞

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

介護職員初任者研修修
了者
ホームヘルパー２級

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
介護福祉士

タイヤ・ホイール等の取
付、販売【東信地区】

株式会社　タイヤショッ
プピットイン

長野県岡谷市長地源２－６－４０ 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

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

ほっともっと　店舗マ
ネージャー（総合職）／
長野

株式会社　プレナス 福岡県福岡市博多区上牟田１－１９－２１ 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

介護職員≪急募≫ 信州ライフケア　株式会
社

長野県上田市小島２２７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員初任者研修修
了者

エコガラスの販売営業／
東信地区

株式会社　あけぼの通商 長野県上田市古里１５９－６ 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

番頭業務／正社員 有限会社　中松屋旅館 長野県上田市別所温泉１６２７ 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

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

ベーカリーコーナース
タッフ（正社員）

千曲観光　株式会社　
「東部湯の丸サービスエ
リア　下り線」

長野県東御市祢津１８５３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

コンビニエンスストア店
員（小島店）

ローソン　上田中央一丁
目店

長野県上田市中央１－７－１９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

コンビニエンスストア店
員（常磐城３丁目店）

ローソン　上田中央一丁
目店

長野県上田市中央１－７－１９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問
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交替制あり
18歳以上

146,880円～146,880円

TEL 0268-71-7118（従業員数 15人 ）
正社員以外 20040- 4986301 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時15分～17時00分
149,100円～149,100円

TEL 0268-75-2040（従業員数 35人 ）
正社員以外 20040- 4994301 就業場所 長野県小県郡長和町

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

交替制あり
18歳～64歳

220,000円～250,000円

TEL 080-9553-2113（従業員数 11人 ）
正社員 20040- 4999701 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 56人 ）
正社員以外 20040- 5002501 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

59歳以下 (1)9時30分～20時00分
157,000円～252,000円

TEL 0268-36-4646（従業員数 20人 ）
正社員 20040- 4962901 就業場所 長野県上田市

59歳以下
160,000円～200,000円

TEL 0268-75-7830（従業員数 9人 ）
正社員 20040- 4971101 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

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
241,000円～306,000円 (2)8時30分～17時00分

TEL 03-3831-1079（従業員数 1人 ）
正社員 23010-19420601 就業場所 長野県上田市

交替制あり
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

222,700円～284,600円 (2)15時30分～0時30分
(3)0時00分～9時00分

TEL 026-224-3150（従業員数 20人 ）
正社員 20010- 9894701 就業場所 長野県上田市

交替制あり
60歳以上 (1)8時30分～17時30分

222,700円～284,600円 (2)15時30分～0時30分
(3)0時00分～9時00分

TEL 026-224-3150（従業員数 20人 ）
正社員以外 20010- 9895801 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時00分～17時00分
160,000円～280,000円

TEL 0268-39-7889（従業員数 9人 ）
正社員 20040- 4954601 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

コンビニエンスストア店
員（上田中央一丁目店）

ローソン　上田中央一丁
目店

長野県上田市中央１－７－１９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

保育園調理員（ながと保
育園）／長和町会計年度
任用職員

長和町役場 長野県小県郡長和町古町４２４７番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

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

販売（幹部候補）　／
ローソン上田駅前店≪急
募≫

株式会社　デルトラウム 長野県上田市材木町２丁目１２－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員／室賀の里（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

調理師 料亭緒環　株式会社 長野県上田市長瀬２８７８－１ 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

動物病院業務 株式会社　リーフどうぶ
つ病院

長野県上田市上田原５０６－３ 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

営業職 山清産業株式会社 愛知県名古屋市昭和区鶴舞三丁目２３－１８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職（ヘルパー）（上
田市）

株式会社　ショーメゾン 長野県長野市鶴賀河原３０２－２　信光社ビル
３階

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定
により年齢
制限がある

（嘱）介護職（ヘル
パー）（上田市）

株式会社　ショーメゾン 長野県長野市鶴賀河原３０２－２　信光社ビル
３階

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

高齢者等の
特定年齢層
の雇用促進

土木営業 株式会社　錦興業 長野県上田市舞田７１０番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

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）


