厚生労働省

ハローワーク
大阪東を
ご利用ください！

最新！

発行日:9月7日
9月4日～9月7日
受理求人

いますぐ応募できる求人です！
発行日当日に募集中の求人です。決まり次第、求人は
取消されるのでハローワークでご確認ください。

応募前に必ずハローワーク大阪東へお越しください！
★応募には、ハローワークの紹介状が必ず必要です。★
★ハローワークには、ほかにも求人がたくさんあります★
求人の内容について、必ずハローワークでご確認ください。
求人情報にはおおむねの求人条件は記載されますが、家族手当、住宅手当等、ご本人様の状況に左右される手当は情報誌に掲載されてい
ません。また、昇給や応募要項、試用期間の有無は記載されていません。詳細は、ハローワークでご確認ください。

1 販売員

2 ビューティースタッフ（化粧品販売）

3 郵便局窓口での受付、カウンターセールス

☆ドレス・アクセサリーの販売 ・店頭販売 ・
ショップ内での簡単な事務処理等
※土・日・祝出勤可能な方
※社交ダンス・ヨガ教室も併設しています。
興味がある方 ＊＊急募＊＊

・得意先化粧品店での化粧品販売の仕事
です。
・土、日、祝日勤務可能な方

・郵便局窓口にて郵便物の受付、お客様
対応
・カタログ商品等の窓口販売
・採用時研修有り

資格・経験 不 問

資格・経験 パソコン（基本的な操作）

資格・経験

販売経験者優遇 パソコン（ワード・
エクセル）操作できる方

時給 910円～1,200円

時給 980円～1,070円

時給 910円～910円

1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 なし
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
(2)12時30分～21時30分
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日
資本金 1000万円
従業員数 34人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄・京阪天満橋駅スグ
求人番号27010-59591371
9月6日受理求人
現在の応募者数0人

1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1)11時00分～19時00分
時間外
5時間
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日
資本金 10000万円
従業員数 1,320人
就業場所 : 阿倍野区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線天王寺下車徒歩１～３分
求人番号27010-58831671
9月5日受理求人
現在の応募者数0人

1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年5万円～10万円
勤務時間 (1) 8時50分～17時35分
時間外
5時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週5日
従業員数 14人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 淀屋橋駅下車徒歩２分
求人番号27010-59017671
9月5日受理求人
現在の応募者数4人

4 介護職員（鶴見区）

5 介護職員

6 介護職

・認知症対応型共同生活介護施設での介護業
務取得実績 ・入居者様の食事、入浴、洗濯、
掃除、リクリエーション などの支援・未経験者
向けの研修有 ・無資格・未経験で入職された
方も多数活躍されています。
＊リニューアルオープンに伴うスタッフ募集で
す。

○機能訓練型デイサービスの介護業務 ・
利用者様の運動やリハビリのサポート
○利用者様の自宅への送り迎え ・車にて
送迎を行います

デイサービスセンターでの業務全般
・送迎 ・レクレーション介助 ・入浴介助
・トイレ介助 ・食事介助等

資格・経験 不 問

資格・経験 介護福祉士 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験

時給 990円～1,150円

時給 1,000円～1,000円

3人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:18歳～69歳
賞与 なし
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
(2) 7時00分～16時00分
5時間
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週4日以上
資本金 300万円
従業員数 150人
就業場所 : 鶴見区
最寄駅 : 地下鉄長堀鶴見緑地線今福鶴見駅下車徒歩１５分

求人番号27010-59367671
9月6日受理求人
現在の応募者数0人

3人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 8時30分～17時30分の間
時間外
の5時間
休日 土日他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～4日
資本金 300万円
従業員数 5人
就業場所 : 鶴見区
最寄駅 : ＪＲ徳庵駅下車徒歩２分
求人番号27010-58818771
9月5日受理求人
現在の応募者数0人

初任者研修（ヘルパー２級）以上
普免（ＡＴ限定可）あれば尚良

時給 910円～980円
2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 なし
勤務時間 (1) 9時00分～16時30分
時間外
週休２日制 毎 週
休日 土日
週所定労働日数 週2～4日
従業員数 16人
就業場所 : 東成区
最寄駅 : 地下鉄新深江駅３番出口／近鉄布施駅北口下車徒歩１０分

求人番号27010-59749271
9月7日受理求人
現在の応募者数0人

ハローワーク大阪東の電話番号は、06-6942-4771職業相談担当へ！

7 訪問介護員（登録ヘルパー）

8 訪問介護ヘルパー

9 ホームヘルパー（大阪市生野区）

◇身体介護 （入浴・排泄・おむつ交換・着
脱・通院介助・買物同行等）
◇生活援助 （買物代行・洗濯・掃除等）
上記介助、援助などお願いします。

高齢者様の介護を居宅に訪問して行うお仕
事です ＊初めての方は、最初は１日２時間
程度の勤務ですが、 慣れてきましたら時間
数を増やすことも可能です。 ＊他事業所と
兼務可能です。
＊サービス付高齢者住宅内のお仕事ありま
す。

利用者様のお宅を訪問し、居宅での介護サー
ビスを 行っていただきます。 ・身体介護（入
浴・排泄・外出など） ・生活援助（掃除・買い物・
調理など）
＊生野区、平野区、東成区、天王寺区、東大阪
市内の お宅への訪問になります 勤務時間や
曜日等も相談に応じます。

資格・経験

ヘルパー２級 および介護職員初任
者研修修了者等以上

時給 1,620円～1,720円
1人募集
年齢:不問
勤務時間 9時00分～18時00分の間
の3時間以上

交通費 なし
賞与 なし
時間外

休日 他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週3～5日
資本金 6800万円
従業員数 350人
就業場所 : 東成区
最寄駅 : 地下鉄千日前線今里駅下車徒歩８分
求人番号27010-58114871
9月4日受理求人
現在の応募者数0人

１年以上 ヘルパー１・２級・初任者
資格・経験 研修 介護福祉士・看護師のいずれ

か
時給 1,250円～1,750円

資格・経験 ヘルパー２級以上
時給 1,200円～1,700円

2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年3万円～6万円
勤務時間 (1) 8時00分～18時00分
時間外

2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 8時30分～19時00分の間
時間外
の3時間程度

休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～5日

週休２日制 毎 週
休日 他
週所定労働日数 週1～3日程度

資本金 300万円
従業員数 35人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : ＪＲ桃谷駅下車徒歩１０分
求人番号27010-59621071
9月6日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 9063万円
従業員数 380人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 地下鉄千日前線南巽駅下車徒歩１分
求人番号27010-59685271
9月7日受理求人
現在の応募者数0人

10 透析看護助手

11 歯科助手・受付

12 調理補助

リネン交換および管理、物品管理 移動介助な
ど
★事業内容★ 病床数９８床。地域に根差した
病院として、患者様の治療にあたっておりま
す。
☆会社の特長☆ 平成２８年１０月に新築移転。
最新の医療技術と設備を整え、適切な医療
サービスの提供を進めてまいります。

歯科クリニックの中での診療補助や 患者
様への安心できる対応を してもらうお仕
事です

◆ホテル内テナント用食堂での簡単な調
理業務◆１日２００食程度の盛付、及び厨
房内清掃他 ◇初めての方でもやさしく指
導いたします。 ◇経験のない方でもでき
る業務です。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

時給 1,100円～1,100円
2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回1.40月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外
(2)12時00分～20時00分
12時間
休日 他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週3日以上
資本金 250万円
従業員数 184人
就業場所 : 東成区
最寄駅 : 玉造駅下車徒歩３分
求人番号27010-57968871
9月4日受理求人
現在の応募者数0人

時給 910円～980円
2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1)10時00分～20時00分
時間外
(2)10時00分～17時00分
10時間
休日 火日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～3日程度
従業員数 9人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 本町・堺筋本町駅下車徒歩４分
求人番号27010-58754771
9月5日受理求人
現在の応募者数0人

時給 890円～1,000円
1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1) 9時00分～15時00分
時間外
(2)10時00分～16時00分
週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週5日程度
資本金 10000万円
従業員数 810人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線京橋駅から徒歩３分
求人番号27010-58816571
9月5日受理求人
現在の応募者数2人

13 飲食業（ホールスタッフ）

14 不動産管理業

15 インフォメーションスタッフ（大阪市中央区）

＊ホールスタッフ （昼はそばがメインで１００食
程度、夜は海鮮居酒屋として 各種料理等を提
供）
注文取り、配膳、テーブルの後片付け、レジ、
開店前の準備、店舗内の清掃など（５名体制）
※ある程度のスピードが求められる仕事です

巡回建物点検、清掃員指導 各種事務補
助
★事業内容★ 不動産管理業
☆会社の特長☆ 昭和５４年創業以来、主
として分譲マンションの保守管理を中心に
順調に業績を伸ばしています。

２０１７年１０月に大阪城公園内にオープン
する インフォメーションのカウンター受付
業務 ・公園内および周辺の利用案内 ・観
光、イベント、交通案内 ・その他、拾得物
などの来館者対応 ＊接客経験者歓迎

資格・経験 不 問

資格・経験 マンション管理業務 普免（ＡＴ可）

資格・経験 簡単なＰＣ操作 日常の英会話

時給 1,000円～1,200円
2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1)10時00分～14時00分
時間外
(2)18時00分～23時00分
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日
資本金 700万円
従業員数 6人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 淀屋橋下車徒歩３分
求人番号27010-58529271
9月4日受理求人
現在の応募者数1人

時給 1,000円～1,000円
1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 10時00分～15時00分の間
時間外
の4時間程度
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日程度
資本金 1000万円
従業員数 4人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線北浜駅下車徒歩５分
求人番号27010-59326471
9月6日受理求人
現在の応募者数0人

時給 1,100円～1,200円
2人募集
交通費 なし
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1) 8時45分～17時45分
時間外
(2) 9時15分～18時15分
週休２日制 その他
休日 他
週所定労働日数 週2～4日程度
資本金 9900万円
従業員数 440人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : ＪＲ森ノ宮駅下車徒歩１５分
求人番号27010-58113771
9月4日受理求人
現在の応募者数2人

