
※次回の発行日は５月１４日です。

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

　　　　（事務関係・フルタイム・パート）

℡ 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。

35歳以下 (1)8時50分～18時00分
207,600円～207,600円

TEL 03-6385-7240 （従業員数 3人 ）
正社員 13010-36393211 就業場所 長野県上田市 拠出

不問 (1)8時30分～12時00分
900円～950円 (2)9時00分～14時50分

(3)10時00分～14時00分
TEL 0268-22-2896 （従業員数 45人 ）

パート労働者 20040- 3909711 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～16時00分
887円～887円

TEL 0268-22-4100 （従業員数 22人 ）
パート労働者 20040- 3911411 就業場所 長野県上田市

65歳以下 (1)8時20分～17時20分
180,000円～240,000円

TEL 0268-63-1151 （従業員数 61人 ）
正社員 20040- 3912011 就業場所 長野県東御市 拠出

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

交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

150,000円～150,000円 (2)10時00分～19時00分
(3)8時30分～17時00分

TEL 0268-26-6610 （従業員数 2人 ）
正社員 20040- 3901211 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～16時00分
876円～876円

TEL 0268-39-0001 （従業員数 109人 ）
パート労働者 20040- 3904011 就業場所 長野県上田市

64歳以下 (1)8時30分～17時20分
148,500円～156,750円

TEL 0268-26-1793 （従業員数 13人 ）
正社員 20040- 3862211 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～12時00分
1,000円～1,100円 (2)15時00分～18時00分

TEL 0268-22-8266 （従業員数 5人 ）
パート労働者 20040- 3865011 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～16時00分
887円～887円

TEL 0268-22-4100 （従業員数 22人 ）
パート労働者 20040- 3874311 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～16時00分
887円～887円

TEL 0268-22-4100 （従業員数 22人 ）
パート労働者 20040- 3875611 就業場所 長野県上田市

不問 (1)9時00分～16時00分
887円～887円

TEL 0268-22-4100 （従業員数 0人 ）
パート労働者 20040- 3876911 就業場所 長野県上田市

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
交替制あり

不問 (1)9時30分～17時30分
950円～1,000円 (2)16時30分～19時30分

TEL 080-1150-5283 （従業員数 0人 ）
パート労働者 20040- 3844811 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)8時00分～14時00分
880円～1,000円

TEL 0268-35-2300 （従業員数 19人 ）
パート労働者 20040- 3848011 就業場所 長野県上田市

59歳以下 (1)8時30分～17時00分
190,000円～260,000円

TEL 0268-35-2938 （従業員数 8人 ）
正社員 20040- 3850111 就業場所 長野県上田市

59歳以下
1,100円～1,400円

TEL 0268-35-2938 （従業員数 8人 ）
パート労働者 20040- 3851711 就業場所 長野県上田市

営業事務／上田市 株式会社　栄電子 東京都千代田区外神田２－９－１０ 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

事務補助 アカネ工業　株式会社 長野県上田市福田３５６ 雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

事務補助／障がい者支援
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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

現場事務 ＩＰＤロジスティクス　
株式会社

長野県東御市加沢８８－１２ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし 定年を上
限

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

動物病院診察補助 株式会社　ＡＶＳ　「あ
きやま動物病院」

長野県上田市上田１４９５－４ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし 不問

臨時職員（障害者枠） 公立大学法人　長野大学 長野県上田市下之郷６５８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

一般事務 有限会社　オザワプラス
チック

長野県上田市小泉１３３７－１０ 雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めなし 定年を上
限

外科の受付事務 高野外科医院 長野県上田市秋和４９３ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務補助／市民課（育休
代替）

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務補助／豊殿・塩田・
川西地域自治センター

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

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

事務補助／子育て・子育
ち支援課

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

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

セルフエステ受付 有限会社ＳＯＲＡ　ＰＲ
ＯＪＥＣＴ

長野県上田市塩川３６５６番１号 労災

雇用期間の定めなし 不問

一般事務 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 定年を上
限

税理士補助業務 平井　智　税理士事務所 長野県上田市芳田１５９３－９ 雇用・労
災・健康・
厚生

日商簿記３級

雇用期間の定めなし 定年を上
限

税理士補助業務 平井　智　税理士事務所 長野県上田市芳田１５９３－９ 雇用・労災 日商簿記３級

雇用期間の定めなし 定年を上
限
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交替制あり
不問

849円～949円

TEL 0268-64-0001 （従業員数 20人 ）
パート労働者 20040- 3854511 就業場所 長野県東御市

不問 (1)13時00分～17時00分
890円～910円

TEL 026-269-0160 （従業員数 6人 ）
パート労働者 20010- 7086111 就業場所 長野県上田市

不問 (1)8時15分～17時15分
145,600円～152,000円

TEL 026-269-0160 （従業員数 6人 ）
正社員以外 20010- 7088811 就業場所 長野県上田市

経理事務 株式会社　信州東御市振
興公社

長野県東御市和３８７５ 労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

（契）一般事務・窓口業
務　長野地方法務局上田
支（上田市）

日本郵便オフィスサポー
ト　株式会社　信越支社

長野県長野市大字栗田１０１０－１　
大成第一ビル５０２

雇用・労災

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

法務局での証明書等の発
行業務、収入印紙販売業
務（上田市

日本郵便オフィスサポー
ト　株式会社　信越支社

長野県長野市大字栗田１０１０－１　
大成第一ビル５０２

雇用・労
災・健康・
厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問


