
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

　　　　製造（印刷・機械・食品関係 ）

℡ 0268-23-8609

ハローワーク上田

  発行日：　9月　25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年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～280,000円

TEL 0268-37-1570（従業員数 18人 ）
正社員 20040- 7267201 就業場所長野県上田市

交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

201,500円～387,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0268-28-1085（従業員数 23人 ）
正社員 20040- 7272401 就業場所長野県上田市

不問
850円～950円

TEL 0268-71-6263（従業員数 30人 ）
パート労働者 20040- 7290801 就業場所長野県上田市

不問 (1)9時00分～16時00分
102,000円～139,500円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0268-41-1224（従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20040- 7235501 就業場所長野県上田市

フレックス
不問 (1)8時30分～17時30分

1,610円～1,610円

TEL 0268-23-6859（従業員数 30人 ）
パート労働者 20040- 7238601 就業場所長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

1,210円～1,270円 (2)8時30分～13時00分

TEL 0120-106-311（従業員数 31人 ）
パート労働者 20140- 4766001 就業場所長野県上田市

不問
1,200円～1,600円

TEL 026-269-8740（従業員数 1人 ）
パート労働者 20010-13659001 就業場所長野県上田市

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
328,455円～562,250円

TEL 03-6722-0597（従業員数 79人 ）
正社員 13040-89401501 就業場所長野県長野市

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
328,455円～562,250円

TEL 03-6722-0597（従業員数 79人 ）
正社員 13040-89403301 就業場所長野県長野市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～220,000円

TEL 0268-22-2580（従業員数 193人 ）
正社員 20040- 7207701 就業場所長野県上田市 厚生

不問 (1)8時30分～12時30分
1,300円～1,500円

TEL 0268-22-2580（従業員数 193人 ）
パート労働者 20040- 7208801 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- 7210001 就業場所長野県東御市

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
850円～950円

TEL 0268-64-2767（従業員数 45人 ）
パート労働者 20040- 7212601 就業場所長野県東御市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

250,000円～280,000円

TEL 0268-43-4098（従業員数 580人 ）
正社員 20040- 7226201 就業場所長野県上田市

交替制あり
18歳以上 (1)8時00分～11時00分

1,000円～2,000円 (2)13時00分～16時00分
(3)3時00分～7時00分

TEL 0268-22-6322（従業員数 2人 ）
パート労働者 20040- 7229301 就業場所長野県上田市

機械設計・金型設計
（経験者）

ルート設計　株式会社 長野県上田市下之郷８１３－８３（上田
リサーチパーク内）

雇用・労災・
健康・厚生・
財形・その他

雇用期間の定めなし 定年を上
限

看護師（正）／訪問看
護

東信医療生活協同組合 長野県上田市上塩尻３９３－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上
限

生活支援員 社会福祉法人　まるこ
福祉会

長野県上田市長瀬２８８５－３ 労災 小型特殊自動車免
許
フォークリフト運
転技能者雇用期間の定めなし 不問
不整地運搬車運転
技能者

（紹介予定派遣）技術
職／上田市事業対象

シードジャパン　株式
会社

長野県上田市長瀬３６０７ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

◆急募◆訪問看護師
（正）◆ニチイケアセ
ンター上田緑が丘

株式会社　ニチイ学館　
上田支店

長野県上田市天神一丁目８番１号　上田
駅前ビルパレオ６Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

看護師

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師／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 保健師

看護師
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
准看護師

予備校の塾講師（上田
市）

株式会社　ライフケア 長野県長野市大字栗田８５７番地１　Ｂ
ＢＢビル３Ｆ

労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

技術マネージャー（建
築工事）／長野市、松
本市、上田市

株式会社メイジン　東
京支店

東京都港区芝４－４－１０　サンライズ
長井ビル３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上
限

技術マネージャー（電
気工事）／長野市、松
本市、上田市

株式会社メイジン　東
京支店

東京都港区芝４－４－１０　サンライズ
長井ビル３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上
限

准看護師（外来のみ） 医療法人　慈善会　安
藤病院

長野県上田市中央西１－１－２０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上
限

准看護師（外来専門） 医療法人　慈善会　安
藤病院

長野県上田市中央西１－１－２０ 雇用・労災 准看護師

雇用期間の定めなし 不問

総合職（保守点検管
理・工務・営業）

第一公害プラント　株
式会社　東信支店

長野県東御市祢津３００－７６ 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

製造部（ピザ・ケー
キ・乳製品等の製造）

株式会社　アトリエ・
ド・フロマージュ

長野県東御市新張５０４－６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

雇用期間の定めなし 定年を上
限

薬剤師 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

薬剤師

雇用期間の定めなし 定年を上
限

店長候補（パート） ニュウコウ 長野県上田市上田２０２５－２ 雇用・労災

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


