
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

　　　　（建設・電気工事・清掃その他）

℡ 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。

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

不問 (1)6時30分～14時50分
166,100円～166,100円

TEL 0268-26-8686（従業員数 320人 ）
正社員以外 20040- 5049901 就業場所 長野県上田市

18歳以上 (1)13時00分～21時25分
154,033円～154,033円

TEL 0268-26-8686（従業員数 320人 ）
正社員以外 20040- 5051801 就業場所 長野県上田市

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

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

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
139,200円～232,000円

TEL 0268-42-6708（従業員数 65人 ）
正社員 20040- 5062001 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
185,600円～301,600円

TEL 0268-42-6708（従業員数 65人 ）
正社員 20040- 5063301 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時00分～17時00分
190,000円～375,000円

TEL 0268-42-0030（従業員数 3人 ）
正社員 20040- 5098901 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時20分～17時10分
136,740円～136,740円

TEL 0268-62-1101（従業員数 129人 ）
正社員以外 20040- 5006901 就業場所 長野県東御市

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時40分～17時40分

218,000円～218,000円 (2)8時40分～15時40分

TEL 0268-23-8400（従業員数 34人 ）
正社員 20040- 5013601 就業場所 長野県上田市

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時40分～17時40分

190,000円～190,000円 (2)8時40分～15時40分

TEL 0268-23-8400（従業員数 34人 ）
正社員 20040- 5014901 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

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

40歳以下 (1)8時00分～17時00分
196,400円～329,000円

TEL 0268-39-7889（従業員数 9人 ）
正社員 20040- 4953301 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

59歳以下 (1)8時30分～17時00分
200,000円～300,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0268-23-8707（従業員数 13人 ）
正社員 20070- 4210101 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30分

210,000円～350,000円

TEL 0267-68-1064（従業員数 4人 ）
正社員 20110- 2852501 就業場所 長野県上田市

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

ハム、ソーセージ等の
パック詰作業

信州ハム　株式会社 長野県上田市下塩尻９５０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

ハム、ソーセージ等の
パック詰め作業

信州ハム　株式会社 長野県上田市下塩尻９５０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

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

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

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

軽作業 有限会社　立花建設 長野県上田市上丸子１５００－４１ 雇用・労災・
健康・厚生

フォークリフト運転技
能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

型枠大工 有限会社　立花建設 長野県上田市上丸子１５００－４１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

給排水設備工事 小合澤興業 長野県上田市長瀬２６６４番地 雇用・労災・
健康

雇用期間の定めなし 不問

品揃え・棚詰め作業 株式会社　カワダ　長野
事業所

長野県東御市加沢１４０９ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

施工業務（ペアガラス取
付及び断熱サッシ工事）
／上田

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 定年を上限

建具の修理・メンテナン
ス作業または補助

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 定年を上限

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

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

土木作業員 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

大型自動車免許

２級土木施工管理技士
雇用期間の定めなし キャリア形

成 １級土木施工管理技士

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）運転技能者

廃棄物及び資源物の収集
運搬作業（上田営業所）　
＜急募＞

宝資源開発株式会社 長野県長野市青木島町青木島乙６６１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

中型自動車免許

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

配送（上田営業所） 長野工機　株式会社 長野県佐久市三河田４９７－７ 雇用・労災・
健康・厚生

８トン限定中型自動車
免許
５トン限定準中型自動
車免許雇用期間の定めなし 定年を上限
大型自動車免許


