
※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

　　　　製造（印刷・機械・食品関係 ）

℡ 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。

不問 (1)8時30分～17時30分
152,640円～161,120円

TEL 0268-22-2896 （従業員数 45人 ）
正社員以外 20040- 3908111 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15分

170,000円～250,000円

TEL 0268-68-3535 （従業員数 11人 ）
正社員 20040- 3916111 就業場所長野県小県郡長和町

不問 (1)8時30分～17時30分
152,640円～161,120円

TEL 0268-22-2896 （従業員数 45人 ）
正社員以外 20040- 3918811 就業場所長野県上田市

不問 (1)8時00分～17時00分
170,000円～230,000円

TEL 0268-29-6811 （従業員数 2人 ）
正社員 20040- 3922611 就業場所長野県上田市

変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)7時00分～17時00分

175,000円～230,000円 (2)5時30分～14時30分
(3)10時30分～19時30分

TEL 025-290-4520 （従業員数 6人 ）
正社員 15010-13242711 就業場所長野県上田市 拠出

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～17時00分

180,000円～250,000円 (2)5時30分～14時30分
(3)10時30分～19時30分

TEL 025-290-4520 （従業員数 6人 ）
正社員以外 15010-13246411 就業場所長野県上田市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時25分

160,000円～300,000円

TEL 0268-75-7128 （従業員数 9人 ）
正社員 20040- 3895811 就業場所長野県上田市

59歳以下
160,000円～200,000円

TEL 0268-36-1187 （従業員数 9人 ）
正社員 20040- 3898411 就業場所長野県上田市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時45分～17時30分

184,800円～235,800円

TEL 025-383-6220 （従業員数 9人 ）
正社員 15010-13125011 就業場所長野県上田市 拠出・給付

不問 (1)8時30分～17時30分
173,250円～173,250円

TEL 0268-21-7093 （従業員数 0人 ）
有期雇用派遣労働者 20040- 3855411 就業場所長野県東御市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時15分～17時00分

173,280円～281,580円

TEL 0268-24-7000 （従業員数 29人 ）
正社員 20040- 3877111 就業場所長野県上田市

交替制あり
18歳～40 (1)8時00分～17時00分

160,000円～210,000円 (2)17時00分～2時00分

TEL 0267-23-4423 （従業員数 3人 ）
正社員 20111- 2298211 就業場所長野県上田市

変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時30分～18時00分

240,000円～350,000円

TEL 03-6635-1833 （従業員数 6人 ）
正社員 13010-35220811 就業場所長野県上田市

交替制あり
18歳以上 (1)7時00分～15時30分

190,000円～250,000円 (2)15時00分～23時30分
(3)23時00分～7時00分

TEL 0268-41-1224 （従業員数 3人 ）
有期雇用派遣労働者 20040- 3845211 就業場所長野県東御市

変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～18時00分

152,040円～152,040円

TEL 0268-27-3210 （従業員数 62人 ）
正社員以外 20040- 3853211 就業場所長野県上田市

ユニット部品の組立・
梱包

アカネ工業　株式会社 長野県上田市福田３５６ 雇用・労
災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

丸太製材・機械オペ
レーター

齋藤木材工業　株式会
社

長野県小県郡長和町古町４２９４ 雇用・労
災・健
康・厚
生・財形雇用期間の定めなし 定年を上

限

機械加工部品の脱着作
業

アカネ工業　株式会社 長野県上田市福田３５６ 雇用・労
災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

フライス盤のオペレー
ター

有限会社　上田金型プ
リシジョン

長野県上田市築地１５－１ 雇用・労
災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

（請）設備管理（保
守・点検・運転管理／
上田市）

イオンディライト　株
式会社　北陸信越支社

新潟県新潟市中央区笹口１丁目２　プラーカ２　
７階

雇用・労
災・健
康・厚生

第三種電気主任技
術者
第二種電気工事士

雇用期間の定めなし 定年を上
限

（請）設備管理（保
守・点検・運転管理）
イオン上田店

イオンディライト　株
式会社　北陸信越支社

新潟県新潟市中央区笹口１丁目２　プラーカ２　
７階

雇用・労
災・健
康・厚生

第三種電気主任技
術者
第二種電気工事士

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

溶接・加工 株式会社　双葉溶接 長野県上田市古里８１９‐２ 雇用・労
災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上
限

店舗スタッフ【急募】 有限会社　桜屋 長野県上田市塩川２９４２ 雇用・労
災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上
限

サービスエンジニア
（上田市）

ロジスネクスト関信越　
株式会社

新潟県新潟市江南区東早通３丁目１－３７ 雇用・労
災・健
康・厚
生・財形

二級ガソリン自動
車整備士
二級ジーゼル自動
車整備士雇用期間の定めなし 定年を上

限 １級産業車両整備
技能士

（派）塗装会社での前
処理業務／東御市

株式会社　ヒューマン
インデックス

長野県上田市常田２－１３－４ 雇用・労
災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

ＭＣオペレーター 株式会社　川久保製作
所

長野県上田市古里１９９８－１ 雇用・労
災・健
康・厚
生・財形雇用期間の定めなし 定年を上

限

アルミ鋳造 有限会社　井出製作所 長野県小諸市大字滋野甲２３９９ 雇用・労
災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア
形成

ＦＲＰ防水工事等／上
田支店

株式会社　ピコイ 東京都千代田区神田東松下町１７
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

雇用・労
災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア
形成

（紹介予定派遣）樹脂
ホースの成形工／東御
市

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

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）

法令の規
定により
年齢制限

成形部品の検査・仕上
げ処理・電機部品組立
（急募）

有限会社　小林精工 長野県上田市上田原１２７３－１ 雇用・労
災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問


