
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

　　　　（パート求人情報）

℡ 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。

不問
849円～900円

TEL 0268-28-6134（従業員数 20人 ）
パート労働者 10020-14152001 就業場所 長野県上田市

交替制あり
不問 (1)13時00分～18時30分

1,100円～1,100円

TEL 0268-22-5959（従業員数 61人 ）
パート労働者 20040- 7260301 就業場所 長野県上田市

不問 (1)10時00分～14時00分
900円～950円

TEL 0268-38-3140（従業員数 8人 ）
パート労働者 20040- 7262901 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時30分～12時00分
850円～1,000円

TEL 0268-35-2300（従業員数 19人 ）
パート労働者 20040- 7263101 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)7時15分～12時45分
850円～900円 (2)14時30分～19時30分

TEL 0268-71-5980（従業員数 20人 ）
パート労働者 20040- 7268501 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時40分～17時00分
950円～1,000円

TEL 026-219-0220（従業員数 4人 ）
パート労働者 20040- 7273701 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時40分～19時10分
900円～1,000円

TEL 026-219-0220（従業員数 3人 ）
パート労働者 20040- 7274801 就業場所 長野県上田市

交替制あり
不問 (1)6時00分～13時00分

850円～1,000円 (2)15時30分～19時00分
(3)11時00分～19時00分

TEL 0268-35-5600（従業員数 6人 ）
パート労働者 20040- 7277001 就業場所 長野県上田市

不問
850円～1,050円

TEL 0268-80-0001（従業員数 105人 ）
パート労働者 20040- 7278301 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～14時00分
850円～950円 (2)7時00分～12時00分

(3)14時00分～19時00分
TEL 0268-71-6263（従業員数 30人 ）

パート労働者 20040- 7279601 就業場所 長野県上田市

不問 (1)20時00分～0時00分
1,050円～1,062円

TEL 0268-80-0001（従業員数 105人 ）
パート労働者 20040- 7280401 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～15時00分
848円～950円

TEL 0268-71-5514（従業員数 9人 ）
パート労働者 20040- 7281701 就業場所 長野県上田市

不問 (1)11時00分～15時00分
850円～850円

TEL 000-0000-0000（従業員数 1人 ）
パート労働者 20040- 7283201 就業場所 長野県上田市

不問 (1)18時00分～21時30分
850円～850円

TEL 000-0000-0000（従業員数 1人 ）
パート労働者 20040- 7284501 就業場所 長野県上田市

交替制あり
60歳以上 (1)8時00分～16時00分

900円～900円

TEL 090-7900-1638（従業員数 4人 ）
パート労働者 20040- 7287601 就業場所 長野県東御市

交替制あり
不問

980円～1,400円

TEL 0268-85-2240（従業員数 11人 ）
パート労働者 20040- 7291201 就業場所 長野県上田市

不問 (1)7時30分～9時30分
1,000円～1,100円

TEL 090-5495-0130（従業員数 4人 ）
パート労働者 20040- 7243501 就業場所 長野県上田市

事務・レジ担当者（上
田市）

株式会社　セキチュー 群馬県高崎市倉賀野町４５３１－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

タイヤ交換補助 株式会社　フジカーラ
ンド上田

長野県上田市古里１５０－１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ホール接客サービス 有限会社　フレッシュ
池田

長野県上田市別所温泉６８－４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

お弁当の配達・営業 有限会社　荻原食品 長野県上田市長瀬２８８９番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

キッチン職員／ウェル
シニアホーム≪急募≫

株式会社　アーチ・メ
ディカルサポート

長野県上田市住吉３１１－６ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上
限

金・プラチナの売買
（上田地区）

株式会社　ミヤ 長野県上田市中央１－３－２０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売スタッフ（ジュエ
リー東京　上田店）

株式会社　ミヤ 長野県上田市中央１－３－２０ 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

調理・盛付けスタッフ
／真田町

株式会社　王藤 長野県上田市長瀬２８８９番地１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

レジ業務 マックスバリュ長野　
株式会社　「ザ・ビッ
グ上田中央店」

長野県上田市中央５－１３－３１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

調理（総合厨房） 社会福祉法人　まるこ
福祉会

長野県上田市長瀬２８８５－３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

陳列・接客 マックスバリュ長野　
株式会社　「ザ・ビッ
グ上田中央店」

長野県上田市中央５－１３－３１ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

部品検査・組立・梱包
作業員

エスエヌ商会 長野県上田市古里１５６５－２　ツカサ事
務所テナントビル１Ｆ

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

食器片付け・洗浄、店
舗内外清掃及び接客応
対（平日昼）

麺屋　たち花 長野県上田市秋和３８６－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

食器片付け・洗浄、店
舗内外清掃及び接客応
対（平日夜）

麺屋　たち花 長野県上田市秋和３８６－１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

ハウス農作業（トマ
ト・イチゴの栽培管
理・収穫）

株式会社　ファンチエ
ファーム

長野県東御市滋野乙１８４７－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 高齢者等
の特定年
齢層の雇

受付事務 有限会社　ヒカリ 長野県上田市武石沖１７１－２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

パチンコホール清掃 ＴＲＵＳＴ－１ 長野県東御市祢津２２６３－５ 労災

雇用期間の定めなし 不問
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不問
900円～1,200円

TEL 0268-75-5453（従業員数 2人 ）
パート労働者 20040- 7246601 就業場所 小県郡長和町

交替制あり
不問 (1)10時00分～17時30分

950円～950円

TEL 0268-75-7551（従業員数 2人 ）
パート労働者 20040- 7251501 就業場所 長野県東御市

不問 (1)9時00分～17時00分
1,000円～1,100円

TEL 0268-42-6017（従業員数 0人 ）
パート労働者 20040- 7254601 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
1,285円～1,285円

TEL 0268-36-0033（従業員数 7人 ）
パート労働者 20040- 7209201 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時20分～15時10分
850円～900円

TEL 0268-25-6161（従業員数 40人 ）
パート労働者 20040- 7211301 就業場所 長野県上田市

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

交替制あり
59歳以下 (1)8時45分～16時45分

950円～1,000円 (2)11時00分～19時00分
(3)13時15分～21時15分

TEL 0268-29-3350（従業員数 4人 ）
パート労働者 20040- 7217801 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時25分～12時00分
850円～950円 (2)12時45分～17時30分

(3)9時15分～16時00分
TEL 0268-27-7647（従業員数 52人 ）

パート労働者 20040- 7222101 就業場所 長野県上田市

不問 (1)14時00分～19時00分
920円～920円

TEL 0268-55-7512（従業員数 9人 ）
パート労働者 20040- 7223401 就業場所 長野県上田市

18歳以上 (1)3時00分～7時00分
1,000円～1,800円 (2)9時00分～13時00分

TEL 0268-22-6322（従業員数 2人 ）
パート労働者 20040- 7228001 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

不問 (1)9時30分～17時15分
890円～890円

TEL 026-261-1200（従業員数 51人 ）
パート労働者 20070- 5876101 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時30分～17時00分
850円～900円 (2)7時30分～17時00分

TEL 0267-64-1700（従業員数 25人 ）
パート労働者 20110- 4079901 就業場所 長野県上田市

不問 (1)10時00分～15時00分
900円～900円 (2)16時00分～21時00分

TEL 0268-64-5555（従業員数 93人 ）
パート労働者 20020-12842201 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～18時00分
900円～1,200円

TEL 0263-85-4636（従業員数 6人 ）
パート労働者 20020-12846601 就業場所 長野県上田市

飲食店での接客業務 のどか牧場直営　たま
ご屋キッチン

長野県小県郡長和町大門５－２ 労災

雇用期間の定めなし 不問

展示場内での接客及び
事務

株式会社　カクイチ　
上田営業所

長野県上田市常田３丁目５－３６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

接客・梱包（短期） 中村農園 長野県上田市東内３６３１ その他

日雇（日々雇用または
１ヶ月未満）

不問

土木作業員（アルバイ
ト）【急募】

有限会社　塚田工務店 長野県上田市芳田２１１９－４ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上
限

巻線・組立・検査 株式会社　日誠イー
ティーシー

長野県上田市上塩尻９４１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

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

ジュエリー販売 カンダキラット　株式
会社　「キラット　ア
リオ上田店」

長野県上田市天神３丁目５－１　
イトーヨーカドーアリオ上田店１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上
限

梱包 有限会社　吉見鈑金製
作所

長野県上田市小泉３４６－１ 雇用・労災 フォークリフト
運転技能者

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

学童保育補助員 上田市学童保育所　ど
んぐり運営委員会

長野県上田市住吉３８６－１　神科小学校
敷地内

労災 保育士

その他の専修・
各種学校教員関雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
不問

配達 ニュウコウ 長野県上田市上田２０２５－２ 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

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

弁当代配及び事務 生活協同組合　コープ
ながの

長野県長野市篠ノ井御幣川６６８番地 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

運転手（さなだクリ
ニック：恵仁会）

社会医療法人　恵仁会 長野県佐久市中込１－１７－８ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

販売員（レジ）　【デ
リシア東御店】　【４
時間勤務】

株式会社　デリシア　
東信エリア

長野県松本市大字今井７１５５－２８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

モデルハウスでの接客
（パート）

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問


