
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）

※次回の発行日は５月１４日です。 ℡ 0268-23-8609

ハローワーク上田

  発行日：　　４月　 ３０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）
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

250,000円～540,000円

TEL 0263-85-4636 （従業員数 6人 ）
正社員 20020- 6607111 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30分

250,000円～450,000円

TEL 0263-85-4636 （従業員数 6人 ）
正社員 20020- 6612311 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～16時00分
950円～1,050円

TEL 0268-21-5300 （従業員数 284人 ）
パート労働者 20040- 3923911 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～16時00分
1,100円～1,200円

TEL 0268-23-5000 （従業員数 65人 ）
パート労働者 20040- 3890311 就業場所 長野県上田市

59歳以下
900円～950円

TEL 000-0000-0000 （従業員数 15人 ）
パート労働者 20040- 3891611 就業場所 長野県上田市

不問
(1)14時00分～19時00分

1,000円～1,250円 (2)16時30分～19時00分

TEL 0268-27-8820 （従業員数 33人 ）
パート労働者 20040- 3894711 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下

(1)8時30分～17時00分

184,200円～184,200円 (2)7時00分～16時30分
(3)9時30分～19時00分

TEL 0268-27-8820 （従業員数 33人 ）
正社員 20040- 3896211 就業場所 長野県上田市

交替制あり
不問 (1)8時00分～16時15分

138,875円～154,625円 (2)8時30分～16時45分
(3)9時00分～17時15分

TEL 0268-23-0503 （従業員数 43人 ）
正社員以外 20040- 3903411 就業場所 長野県上田市

59歳以下
(1)8時30分～17時30分

204,850円～204,850円

TEL 0268-23-6859 （従業員数 26人 ）
正社員 20040- 3905311 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～13時00分

1,400円～1,400円

TEL 0268-21-0721 （従業員数 7人 ）
パート労働者 20040- 3858611 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～16時00分
1,346円～1,346円

TEL 0268-22-4100 （従業員数 0人 ）
パート労働者 20040- 3873011 就業場所 長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

195,000円～280,000円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0268-22-0109 （従業員数 137人 ）
正社員 20040- 3879811 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～12時30分

1,000円～1,200円 (2)8時30分～16時30分

TEL 0268-85-2202 （従業員数 18人 ）
パート労働者 20040- 3882311 就業場所 長野県小県郡長和町

30歳以下 (1)7時30分～16時30分
225,000円～300,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時00分～18時00分
TEL 0268-71-7998 （従業員数 4人 ）

正社員 20040- 3840611 就業場所 長野県上田市

不問
(1)9時00分～15時00分

1,270円～1,420円

TEL 0268-39-1187 （従業員数 148人 ）
パート労働者 20040- 3843711 就業場所 長野県上田市

住宅の設計（上田
ショールーム）

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

一級建築士

二級建築士
雇用期間の定めなし 定年を上限

木造建築士

新築・リフォームの施
工管理（上田ショー
ルーム）

株式会社　サンプロ 長野県塩尻市広丘吉田６６２－９ 雇用・労災・
健康・厚生

一級建築士

二級建築士
雇用期間の定めなし 定年を上限

木造建築士

研究支援推進員 国立大学法人信州大学　
繊維学部

長野県上田市常田３丁目１５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師（正・准）／さ
くら

株式会社　デルトラウ
ム

長野県上田市材木町２丁目１２－１ 労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 不問

リハビリ助手 医療法人　直佳会　森
ロコモクリニック

長野県上田市下之郷乙３４６－７ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育教諭 社会福祉法人　若竹会　
幼保連携型認定こども
園　あそびの森　
あきわ

長野県上田市秋和８６４番地３ 雇用・労災 幼稚園教諭免許
（専修・１種・２
種）
保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

保育教諭 社会福祉法人　若竹会　
幼保連携型認定こども
園　あそびの森　
あきわ

長野県上田市秋和８６４番地３ 雇用・労災・
健康・厚生

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２
種）
保育士

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育士 社会福祉法人　古里会　
あゆみ保育園

長野県上田市古里８２４－８ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

介護支援専門員◆ニチ
イケアセンターときわ
ぎ

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

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

看護師（正・准） 医療法人　あしたかお
る　「日比優一クリ
ニック」

長野県上田市上田原１５８－１ 雇用・労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

保健師／国保年金課 上田市役所 長野県上田市大手１丁目１１番１６号 雇用・公災・
健康・厚生

保健師

管理栄養士
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

看護師（正） 医療法人　健救会　柳
澤病院

長野県上田市中央西１－２－１０ 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

看護師（正または准） 社会福祉法人　依田窪
福祉会

長野県上田市下武石７７６－１ 労災 准看護師

看護師
雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

高齢者配食サービス事
業の管理

株式会社　エイトフー
ズ（ライフデリ上田
店）

長野県上田市古安曽３３４３－３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形
成

介護支援専門員（ケア
マネ－ジャー）

医療法人　光仁会 長野県上田市保野７１０ 雇用・労災・
健康・厚生

介護支援専門員
（ケアマネー
ジャー）

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問


